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＜要旨＞
修復的司法に対し、従来の刑事司法は応報的司法といわれる。応報的司法は、犯罪を刑罰
法規違反とし、刑事司法を、国と加害者の対立関係において刑罰を決定するシステムである
とする。それに対し、修復的司法は、犯罪を、人々及びその関係の侵害と把握し、被害者、
加害者、コミュニティが、それらの修復、回復をめざすシステムを探求するものであるとし
ている。修復的司法は従来の刑事司法において取り残された当事者としての被害者の「害の
修復」を中心的存在とするものであり、被害者を支援するシステムであると理解される。し
かしながら、修復的司法への被害者からの批判は大きな課題といえる。
そこで、修復的司法が被害者の回復にどのような影響をもたらすものか、修復的司法論者
と医学・心理臨床家による被害者の理解、被害からの回復に関する見解を検証すると、両者
の見解に差異はないことがわかる。このことから、修復的司法は被害者の回復を支援しうる
ものであると考えられるが、被害者の参加については、取り組まなければならない課題を多
く残すものである。

１．はじめに
犯罪の解決について考察する際に、まず考えなければならないことは、誰のための解決か、
そして何が解決なのかということである。現行刑事司法システムによれば、犯罪が行われた
場合、加害者は逮捕され、起訴され、裁判によって下された刑が執行されることになる。こ
の刑事司法プロセスによる解決とは何か。高橋は、
「刑事司法（少年司法）システムは、国
対加害者という２者関係で構成されている」とし、
「そこでは、
加害者と被害者は切り離され、
国による加害者に対する刑罰（あるいは処分）の賦課が問題とされる。このようなシステム
は、近代的法のシステムとして妥当なものと考えられてきたが、取り残された重要な問題が
あったことが、近時明らかにされてきた。
」と延べ、重要な当事者としての被害者の存在に
注目している（高橋、２００７）
。被害者は、刑事司法（少年司法）システムにおいて、部
外者とされ、
実害を受けた当事者として、
その声を反映させる場は長い間与えられていなかっ
た。
しかしながら、近年、日本における被害者支援の潮流により、被害者支援の法的及び制度
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等の動きがみられ、１９８０年の犯罪被害者給付金の支給等に関する法律（昭和５５年法律
第３６号）の成立、そして１９９０年代以降の、警察庁をはじめとする各省庁・機関による
被害者支援の制度化、全国被害者支援ネットワークなどを中心とした被害者支援の確立、ま
た、犯罪被害者保護関連二法（刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律（平成
１２年法律第７４号）
・犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する
法律（平成１２年法律第７５号）
）の成立、少年法の一部を改正する法律（平成１２年法律
第１４２号）の成立、犯罪被害者基本法（平成１６年法律第１６１号）の成立、犯罪被害者
基本計画の策定と、急速に整備された（柴田、２００７）
。これらの支援策の拡充により、
被害者が光の当たる存在として認識されてきたと考えられるが、果たして、これらが被害者
のニーズを満たしうるものなのか。先に述べた、問題解決とは何か、という問いの中で被害
者にとっての解決は中心的問題である。国対加害者の２者関係で構成される刑事司法におい
て、被害者にとっての解決を追求することは前述の被害者に対する法的措置をもってしても、
困難なことではないか。高橋は、
「伝統的な刑事司法の考え方を維持する立場によれば、刑
事司法においては、国家対加害者の図式が貫徹されるべきであり、犯罪被害者保護は、民事
法その他で行うべきであるということになるが、犯罪被害者の情報や保護に関するニーズを
完全に拒絶することはできない」
（高橋、２００９）
、とし、伝統的な刑事司法における犯罪
被害者のニーズへの対応の限界を述べている。このような伝統的刑事司法の限界から、修復
的司法という考え方に注目する。
現在の刑事司法は、その法益の保護を目的とする。刑事司法において犯罪は、法益を侵害
する行為であると理解され、法益という抽象的概念により理論構成される。高橋の説明によ
れば、
甲が X を殺害した場合、甲は、殺人罪の保護法益である「人の命」を侵害したことを理
由に、違法行為と評価されるのであり、X という被害者は、
「人」として抽象化されること
になる。刑法における法益保護とは、人一般を事前に保護するということであり、法益概念
は、刑法の事前的コントロール（犯罪予防）のために必要なのである。したがって、抽象化・
観念化は法益概念に本来的に具有するものといわねばならない（高橋、２００７）
。
ということになる。
修復的司法に対し、従来の刑事司法を応報的司法とすると、
「応報的司法は、犯罪を、刑
罰法規の違反と把握し、刑事司法を、国と加害者の対立関係において刑罰を決定するシステ
ムであるとするのに対して、修復的司法は、犯罪を、人々及びその関係の侵害と把握し、被
害者、加害者、コミュニティが関与して、それぞれの修復・回復をめざすシステムを探求す
るものである。
」
、
そして、
「修復的司法という考え方からすれば、
加害者の責任の概念も変わっ
てくると思われる。すなわち、害の修復ということを考えた場合、加害者の責任は、刑罰と
いう国家に対する受動的な責任としてだけではなく、被害者あるいはコミュニティに対する

─2─

修復的司法の被害者支援の可能性

積極的な責任、すなわち、能動的な責任としても理解され、
、
、
（中略）
、
、
、
、この場合の責任は、
応答責任ともいうべきものであり、加害者は、事態をできる限り健全化する応答責任がある
ということである。
」
「この応答責任は、加害者のみならず、コミュニティも負うべきもので
ある」（高橋、２００７）
。修復的司法は、いわば「ものの見方」の転換である。修復的見方
により、追及するものが変わる。応報的司法と修復的司法の違いとして、高橋は「問い」と
いう点で違いがあるとし、
「応報的司法は、
「その法律に違反したのか」
「誰がそれを行った
のか」「加害者はどのような報いを受けるべきか」という問いをするのに対して、修復的司
法は、「誰が傷ついたのか」
「彼らは何を必要としているのか」
「それは誰の義務であり責任
であるのか」
「この状況の利害関係者は誰なのか」
「解決策を見つけるために利害関係者が関
与できる手続はどのようなものか」という問いをする」と述べている（高橋、２００７）。
このように修復的司法は被害者の害を中核とする考え方であり、いわば被害者中心の司法の
考え方であるといえる。しかしながら、修復的司法について被害者及び被害者遺族から誤解
に基づく批判が見受けられることも事実である。修復的司法が加害者を更正させ、社会再統
合をはかるものであるという側面が、被害者（遺族）側の批判の根底にある。自分に被害を
もたらした加害者の更正やその後の将来再建に、なぜ自分が利用されなければならないのか
という疑問をもっても当然のことかもしれない。この疑問をうけ、本稿では、被害者中心志
向といわれる修復的司法が、本来の目的、つまり被害者の害を修復する司法であるかを考察
するものである。被害者のニーズは何か、
そして修復的司法はそれに応えうるものであるか、
修復的司法の被害者支援としての可能性を検討する。

２．修復的司法の概観
被害者支援の可能性の検討に先駆けて、まず修復的司法とは何か、その用語の解釈につい
て説明する。

２－１．用語的理解
Restorative Justice の邦訳について菊田の解釈を引用すると、Restorative については「関
係修復」
・
「修復的」など「修復」が一般的であり、Justice については「正義」
・
「司法」な
どが一般的であるとされる（菊田２００２）
。修復的司法の枠組みは広く多様であり、一般
的には犯罪現象に対応する、加害者、被害者、家族、地域社会を含めた人たちによる対話、
協議、問題解決（現状回復、償い、補償、和解、仲介）への参加を中核とする関係修復作業
である（菊田２００２、Elmar G. M. Weitekamp １９９９）とされる。菊田は Restorative
Justice を修復的正義と訳し、それ自体、本質的に movement であり理論ではないと述べて
いる。このように、修復的正義あるいは修復的司法の概念は支援論者、研究者によっても異
なるものであるが、それは Restorative Justice が厳格な定義に沿うものではない、いわば、
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多様な社会・文化背景に対応しうる可能性を示すものと考えられる。

２－２．修復的司法とは何か
修復的司法について、定説や厳格な定義はない。修復的司法を先駆的に採用する諸国の取
り組みも多様である。これを、
「一定の「ものの見方」と捉え、それがいくつかの制度とし
て現れると理解する」
（高橋２００９）というものが、movement（菊田、２００２）とし
ての修復的司法の理解として馴染むものかもしれない。
ゼアは応報的司法 (Retributive Justice) と修復的司法（Restorative Justice）とを対置させ、
前者は犯罪を法違反と有罪によって定義づけられる国家違反とし（高橋、２００９）
、司法
を加害者対国家の二極構造により、非難と苦痛を決定するものとしている。そして後者は、
犯罪を、人々及びその関係の侵害とし、司法を、被害者、加害者、コミュニティが一緒になっ
て、それぞれの回復、和解、保障を促進する解決を探るもの（高橋２００９）と説明する。
修復的司法が目的とするものは、あくまで「害の修復」
「害の回復」なのである。また、修
復的司法は、刑事司法こそが被害者を問題解決の過程から排除していたものとし、犯罪を被
害者の手に奪い返す考え方であるとされる（高橋２００９）
。高橋はノルウェーの犯罪学者
クリスティの指摘を引用し、
「犯罪という紛争は被害者と加害者から奪われ、国と弁護人の
財産になってしまったのであり、犯罪の所有者、そして、それの処理に対する責任を、被害
者、加害者及びコミュニティに返すべきである」とのべている（高橋２００９、Christie
１９９７）。修復的司法は、当事者である被害者、加害者そしてコミュニティを、問題解決
を探る過程において中心的存在であると位置づけているのである。
修復的司法の理解について、
高橋は、
ハワード・ゼアによる『修復的司法リトルブック』が、
修復的司法が「何でないか」という形で論じていることに注目している。高橋の引用を以下
に提示する。
すなわち、①修復的司法は、第１次的に癒しや和解に関わるものではない。②修復的司法
はメディエーションではない。③修復的司法は、常習的犯罪や累犯性犯罪を減少させること
を主眼においているわけではない。④修復的司法は、ある特定のプログラムや青写真ではな
い。⑤修復的司法は、比較的軽微な加害行為や初めて加害行為に及んだものを主として念頭
においているわけではない。⑥修復的司法は、新しく発展したものでも北アメリカで発展し
たものでもない。⑦修復的司法は、必ずしも法システムに代わるものではない。⑧修復的司
法は、必ずしも刑務所の代替策ではない。⑨修復的司法は、必ずしも応報と対立するもので
はない。（高橋、２００７）
更に、高橋は自身の見解を付加し、以下のように修復的司法を論じている。
第１に、修復的司法は、具体的な施策やシステムを示すものではなく、１つの視点、もの
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の見方、パラダイムを提供するものであり、そこから刑事司法を見るとどうなるかという思
潮である。
第２に、あらゆる犯罪、事案に対して、修復的司法を貫徹させようというのは、誰も考え
ていない。修復的司法を実現するために適切な場はどこかを探求しているわけである。
第３に、修復的司法は軽微犯罪に限定されるなどというのは、修復的司法のイメージから
の思い込みにすぎない。諸外国では、飲酒運転による致死、暴行、強姦、殺人に対して修復
的司法を用いているコミュニティもあるのみならず、南アフリカの真実和解委員会は、集団
暴行の事案に修復的司法の枠組みを適用するものである。
第４に、修復的司法は、後述する最大化モデルによれば、犯罪によって被った害を修復す
ることである。したがって、被害者のニーズを最初から考慮する考え方である。これを考慮
してこなかった、あるいは、考慮することができないのが刑事司法である。なぜなら、刑事
司法は害ではなく、法益に基礎を置いているからである。
（中略）被害者支援を唱導する論
者が、修復的司法を批判することは、被害者を排除してきたこれまでの刑事司法を絶対化す
る考え方が基礎にあるからである。また、批判の矛先は、関係当事者が一堂に会して解決策
を探求するという純粋モデルに向けられている。すなわち、修復的司法は「仲直り」の考え
方であり、それはとんでもないということである。しかし、修復的司法は仲直りでも、妥協
でもなく、犯罪を何らかの関係性の喪失の産物と解し、新たな関係性を構築しようとするも
のである。したがって、関係性の基礎にはコミュニティがあり、コミュニティの再生をも志
向するものなのである。すなわち、当事者による解決の中から、新しい価値が創造されるこ
とを志向するものであり、これは民主主義の原点である。これに参加したくない人は参加を
強制されることはなく、参加したい人が参加するシステムである。したがって、この純粋モ
デルとしての修復的司法に参加したくないからといって、修復的司法それ自体を批判するこ
とはやはりおかしなことである。参加したことによって満足を得た被害者や加害者がいるこ
とを忘れてはならない。
（高橋、２００７）

２－３．修復的司法の２つのモデル
修復的司法は、まさに movement として草の根から生じてきたものと理解されるように、
その定義づけに関して支援論者の見解に分かれる部分もあるが、その実践モデルから、一般
に、２つのモデルが提示されている。以下、高橋の説明を引用する。
①

純粋モデル
純粋モデルとは、修復的司法を、
「当該事件に関係するすべての当事者が一堂に会し、犯

罪の影響及びその将来への関わりをいかに取り扱うかを集団で解決するプロセスである」と
定義するものである。これは最も純粋な理想型を想定している。具体的実践としては、
ニュー
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ジーランドやオーストラリアの
「family Group Conference 家族集団会議」
などがこれである。
純粋モデルは、加害者や被害者、コミュニティに属する人々が一堂に会して犯罪や非行につ
いて考え、問題を解決しようとする性質上、損害賠償や謝罪等による害の修復よりも、当事
者が一堂に会して討議するというプロセスそのものが重視されている。そのため、このモデ
ルでは、関係者の合議が得られず、議論が分裂した場合、刑事司法の手続に戻ることになる。
（高橋、２００７）
また、染田による Marshall の引用によれば、純粋モデル論者を限定論者とし、
「修復的司
法とは、特定の犯罪に利害関係を有する全ての者が集まり、共同して、その犯罪の影響（the
aftermath of the offence） 及びその将来における潜在的影響（implications）をどのように
扱 う か に つ い て 決 定 す る 過 程（process） で あ る。
」 と し て い る（ 染 田、 ２ ０ ０ ２、
Marshall,1996）
。ここでは、
「
「犯罪の結果」とは、被害者の物質的、精神的ニーズの充足、
被害者と犯罪者の間にある全ての種類の紛争の解決、被害者又は犯罪者とその家族又は地域
社会との間に存在する同種の紛争の解決及び謝罪と修復活動を通じて罪の意識が赦される機
会を犯罪者に与えることを意味している。
」
（染田、２００２）
。
②

最大化モデル
最大化モデルでは、修復的司法を、
「犯罪によって生じた害を修復することによって司法

の実現を志向する一切の活動である」と定義する。これは純粋モデルを否定するものではな
く、それを包括しつつなお拡大するものである。たとえば、被害者支援も修復的司法であり、
単に被害者を支援するだけでなく、加害者やコミュニティとの関係の修復も問題とすること
になる。こうした全体を視野に入れて害の修復を考えるという点に、最大化モデルといわれ
る所以がある。このモデルによれば、ドイツにおける、コミュニティを入れない「加害者と
被害者の和解」
、英米の損害賠償命令や社会奉仕命令なども修復的司法の例として含まれる
ことになる。また、このモデルは加害者支援も包含し、加害者の支援としての薬物依存から
の回復プログラムなども修復的司法と考えられる。さらに、犯罪により破壊されたコミュニ
ティの人間関係や人々の不安も修復の対象となるものである。
（高橋、２００７）
これら２つのモデルについて、高橋は、
「最大化モデルを前提に、少しずつ純粋型に近づ
けていくというのが、実現可能性の点から考えて妥当であろう」
（高橋、２００７）と述べ
ているが、修復的司法という「考え方」が社会のどの部分かに限定されるべきか、という議
論以上に、社会において修復的思想が根付くことも修復的司法のあり方として妥当であると
考えられる。
２－４．被害者支援との関係における修復的司法モデル
先に述べた、純粋モデルと最大化モデルは、修復の定義に基づくものであるが、修復的司
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法と被害者支援の展開について、両者は共同するか、あるいは個別のものと理解するか、そ
の関係性について考えてみることにする。
被害者支援としての修復的司法の可能性を考えるにあたり、被害者支援の視点から、被害
者側に受け入れやすい修復的司法モデルは何か、考えなければならない。被害者支援と修復
的司法の関係については、統合モデル、パラレル・モデル、包括的和解プログラムが考えら
れている。高橋の分類を引用して説明すると以下のようになる。
①

統合モデル
統合モデルとは、和解プログラムを被害者支援の１つとして位置づけるものであり、それ

は様々な形態の被害者関係措置である、刑事手続における被害者の地位の強化、物質的・精
神的支援の提供、損害回復の提供などを含むものである。これは被害者支援システムの「中
に」、和解などの修復的司法を取り入れようというものであり、被害者支援を重視する人々
から受け入れられやすいものと考えられる。
②

パラレル・モデル
パラレル・モデルとは、被害者支援と和解プログラムが「別々に」展開され、両者が独立

して発展しているものをいう。オーストラリア、ニュージーランドで採用されているもので
る。このモデルによれば、両者が別々に展開し、それがあるとき融合し、またあるときは対
立しながら、様々な様相を呈している。ドイツにおける被害者支援プログラムの中の「白い
輪」と和解プログラムが数年前に共同作業の合意に至ったという例が報告されている。
③

包括的和解プログラム
包括的和解プログラムとは、刑事司法システムの「外部に」広範な和解プログラムを設け

るというものである。ノルウェーがこれを採用している。
（高橋、２００７、ブラート、
２００１）
ここで高橋は、日本における展開について、修復的司法と被害者支援の独立した展開、パ
ラレル・モデルを妥当としている（高橋、２００７）
。日本における被害者支援の立ち遅れ、
被害者理解の不足などの問題を考えれば、その考えは妥当であろう。問題は、被害者がどの
ような支援を望むかであり、どのような方法が、そのニーズに適切であるかに他ならない。
被害者のニーズを考える上で、被害者がどのような状態に陥っているのか、被害者の回復と
はどのようなものなのかを考える必要がある。これについては４章で考察する。

３．海外における修復的司法の実践
修復的司法の実践としては「被害者と加害者の和解」
「家族集団会議」
「サークル」が代表
的なものである。
①

被害者と加害者の和解
ここでは、被害者と加害者が出会い、そこには調整役としての仲介者を伴うシステムであ
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る。ドイツにおいて、１９９４年の「犯罪防止法」により、刑法第４６条 a に「加害者と被
害者の和解」が新設され、加害者は、被害者の損害回復により、１年以下の自由刑であれば
免除され、１年以上の刑であれば軽減される。少年事件では、和解成立により刑事手続が打
ち切られる。日本における示談がこれと同様のものであるが、立法化されているという点で
違いがあるものである。
②

家族集団会議
Family Group Conference として、オーストラリア、ニュージーランドで実施されている

ものであり、前述の純粋モデルがこれにあたる。犯罪によって影響を受けた人々、コミュニ
ティを包含し、被害者、加害者、それぞれの家族、友人なども参加する。ニュージーランド
の実践では警察は調整者、仲介者としてではなく、参加者の一人として含まれるが、オース
トラリアのキャンベラにおける実践では、警察がファシリテーター、進行役として参加して
いる。このように、
「実践する国における実施スタイル、参加メンバー、司会調整役は様々
であるが、各国の平均的共通点は関係当事者が一堂に集まり、害的影響が語られ、それに対
応するべく最終結論の合意を目指しインフォーマルに話し合うことである。被害者の出席が
なくとも修復的対話の実施は可能である」
（西村２００２）というものである。
③

サークル
カナダで実施されているものがこれにあたる。家族集団会議のメンバーに加え、事件に関

心のあるコミュニティのメンバーも参加する。
④

被害者支援との関係
被害者支援との関係においては、純粋モデルに批判が集中している。純粋モデルを採用す

るニュージーランドは、修復的司法の施策として家族集団会議を世界に先駆けて法制化して
いることで知られているが、被害者支援との関係はどのようなものか。
前野は、「ニュージーランドの家族集団会議は修復的司法のプラス面を体現した最も有意
義な制度であり、加害者、被害者とそれぞれの関係者、コミュニティ代表らによる会議が加
害者の立ち直り、家族やコミュニティ力の結集、被害者感情の昇華にとって重要な意味を果
たすものである」
（前野２０００）
と述べている。ニュージーランドにおいては前述のように、
被害者支援との関係は、パラレル・モデルとして理解されるように、
「立法においては、
１９８９年児童、青少年及びその家族法（Children, Yong Persons and Their Families Act
1989） に 先 駆 け て、 １ ９ ６ ３ 年 犯 罪 被 害 補 償 法（Criminal Injustice Compensation Act
1963）、１９８７年犯罪被害者法（Victims of Offences Act 1987）
、２００２年被害者権利
法（Victims’Rights Act 2002）の制定により被害者支援においても先駆的な取り組みを展
開している」（柴田２０１０）
。ニュージーランドにおいては、修復的司法の前提として、被
害者支援の取り組みがなされているといえよう。このようなモデルにおいて、
修復的司法は、
被害者支援とは「別の」取り組みと理解され、それが、あるときは融合し、またあるときは
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対立という様相を呈する場合もある。この「対立」的様相が被害者及び被害者支援に関わる
ものからの批判につながると考えられる。また、家族集団会議の実践において、前野は、
「被
害者の都合に合わせた日時、場所の設定が図られる。これは被害者の出席が、こと重大事件
における場合などには決定的な要素であると考えられていることによる」
（前野、２０００）
と説明している。このように、
修復的司法において被害者は中心的役割を演じることからも、
被害者中心に会合が設定されることは重要なことであるとされているにも関わらず、加害者
の更正を目的として被害者の出席を必要とするのではないか、という指摘もある。家族集団
会議において被害者は中心的存在であるが、被害者との対面が加害者の行動にもたらす効果
を期待するという側面もあり、これは、前野が述べるように、
「被害者問題の解決が家族集
団会議の主要な任務ではないことを表している」
（前野、２０００）
。これが、修復的司法に
おける被害者支援に関わる課題であるともいえよう。しかしながら、ニュージーランドと同
様に家族集団会議を採用するオーストラリアにおいては、家族集団会議への参加によって被
害者が癒しを体験し、犯罪被害からの立ち直りにつながる（Strang、２００６）という評価
も報告されている。実践においても、修復的司法の被害者支援としての可能性について見解
は様々であるといえよう。
修復的司法は被害者、加害者、コミュニティの３者間の害の修復に向かうシステムを構築
しようというものであるが、被害者の害の修復は中心的課題である以上、被害者の害の修復
という要素について検討することが、
被害者からの修復的司法の理解につながるものである。
そこで、被害者についての理解を深めるために、被害者が陥った状態、被害者の回復につい
て以下で検討する。

４．被害者
４－１．被害経験とその影響
ゼアの説明によれば、犯罪被害者は暴力犯罪の被害者であれ、窃盗、侵入盗などの犯罪の
被害者であれ、同様の反応を示すという。被害者が経験する反応は、被害による心的外傷に
よるものである。ゼアは、ある被害者と他の被害者の経験をもとに被害者としての経験につ
いて説明している。
被害者は、抵抗できない恐ろしい事態に直面すると、加害者に協力的ともとれる反応を示
す。これは恐怖にもとづく服従であり、
「凍りつく恐怖の服従」と呼ばれる。この段階での
被害者の大多数は、混乱、無力感、恐怖、傷つきやすさという感情に陥る。この感情が続く
後に、やがて被害者は怒り、自責の念、疑惑、憂鬱、目的喪失、自信喪失、後悔などの感情
を経験する。この段階において、
被害者はこういった状況に適用しようとする。それにより、
楽観、落ち込み、怒りなどから不安定になり、また、他人に対する懐疑心、物音に敏感にな
る。悪夢、妄想、不安、自責の念、被害の再現など被害者の感情は揺れ動き、生活面に支障
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をきたすこともありうる。犯罪被害者の多くは、自身の行動に責任があったのではないかと
いう自責の念を抱く。加害者によってコントロールされた無力感、傷つきやすさは、自己の
安全とコントロールへの自信を取り戻すことが被害者回復に求められることであるが、被害
者の心理状態が続くことは、それを困難にするものである。被害者が事件以前にもつ社会と
のつながり、自信、自己イメージは犯罪により奪われ、そのことが被害者の回復をより困難
にする（Zehr、１９９５）
。さらに、被害者の生活全般に被害が及び、その困難から、被害
者が反社会的行為に及ぶことも少なくない。

４－２．被害からの回復
犯罪の被害の深刻さは、それが、社会が秩序的で安心であるという感覚、個人が自身をコ
ントロールしているという感覚を破壊するものであるからである。自律という自身をコント
ロールしているという感覚を回復することが、被害からの回復の重要なポイントであると言
える。また、ゼアは、被害者は犯罪による「反応」の段階から「再編成」の段階へ移行する
必要があると説明する。損害の賠償は被害者の要求であるが、心理的ダメージは賠償によっ
てのみ解決できる問題とはいえない。事件そして事件以後、加害者とその行為により支配さ
れた被害者の回復の過程で求められることは何か。損害の賠償、そして精神的ダメージの回
復のために、次の問いへの答えを見つけることが重要であるとゼアは提唱している。
・何が起こったのか。
・なぜ私に起こったのか。
・あのとき、私はなぜあのように行動したのか。
・あのとき以来、私はなぜこのような行動をとっているのか。
・また起こったならばどうだろうか。
・これは私自身や私の前途（信念、世界観、未来）にとってどのような意味があるのか。
前述の２つは、加害行為の事実にもとづくものであり、この疑問への答えは、回復のきっ
かけともなる重要な情報であり、それ以外の疑問については被害者自身が導きだすものであ
ると、ゼアは説明している。前述の２つの疑問への答えは、修復的司法における家族集団会
議の対話の中で得られるものである。その意味において、家族集団会議への参加は、被害者
の回復に重要な意味を果たすものであるといえよう。
また、ゼアは、犯罪は人間が必要とする価値観を破戒するものであり、被害からの回復は
価値の探求であるとし、被害者について以下のような所見を述べている。
第一に、被害者になることは心に深い傷を負う経験である。それは、まさに基本的なもの
の侵害だからである。つまり意義のある世界において、自律的な個人としての考え方が侵害
されることである。また、自分と他人との信頼関係の侵害でもあるのだ。

─ 10 ─

修復的司法の被害者支援の可能性

第二に、これは、世間の大半が重大だと考える殺人やレイプのような暴力的犯罪だけでは
なく、社会が軽微であると扱いがちな犯罪行為、すなわち配偶者の虐待、侵入窃盗、器物損
壊、あるいは自動車窃盗についてもあてはまる。このゼアの所見に加え、児童虐待の被害者
もまた同様であるとする。
第三に、性格や状況や加害行為の違いを考慮に入れても、被害者の反応は共通したパター
ンが現れる。たとえば、恐れや怒りといった感情はおおよそ普遍的であるし、多くの被害者
は順応段階へと進んでいくように見える。
最後に、他人から被害を受けると一連のニーズが発生し、そのニーズが満たされたなら、
回復過程に入ることができる。しかし、放っておかれた被害者にとって、癒しを得ることは
非常に難しく不十分なものとなるだろう（Zehr、1995）
。
これらのことから、被害者の回復には、感情の表現の場の提供と、その感情が受容される
こと、人としての力の付与（エンパワーメント）が重要なポイントであるといえる。人とし
て自律しているという感覚、自信を取り戻すことでその生活を再構築していくのである。被
害者が事件の解決に関わろうとする感覚もまた重要なものであり、修復的司法における家族
集団会議への参加は、これらの経験につながるものであることから、被害者の回復に一定の
効果をもたらすものであると考えられる。
以上は修復的司法提唱者であるゼアの被害者に関する見解から、修復的司法への被害者の
参加の意義を検証したものであるが、修復的司法への被害者参加を懸念する議論は被害者支
援に関わる心理臨床家からも発せられている。参加により被害者が心理的負担を負うのでは
ないかという懸念や、会合は加害者の更正、社会復帰などを目的とするものであり、被害者
がそのために利用されるのではないかというものである。それでは、修復的司法という視点
から離れた、臨床医学・心理学的見解からの被害者の理解はどのようなものなのか。そして
それは修復的司法論者の理解と異なるものなのかを検討したい。

４－３．臨床心理・精神医学的観点からの被害者の理解
①

PTSD

Post Traumatic Shindrome 支援の原則

ストレス体験後、外傷後ストレス障害にならないための対策は、予防と教育であると言わ
れており、以下の原則が重要であるといわれる。
a.

ノーマライゼーションの原則

ノーマライゼーション (Normalization)。正常化、標

準化。誤って「正常ではない」と分類されているものを、正しく「標準である」と分類しな
おすこと。
被害者は、
自分の心の中で様々にあらわれるストレス症状により、
「自分は普通じゃ
なくなった」
「壊れてしまった」などの強不安感や自己否定感を持つ傾向にある。こういっ
た被害者に対し、
「ストレス反応は、生物が種を保存するための反応であり、あなたがした
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体験への正常な適応反応であり、あなたは異常でも壊れているわけではない」ということを
伝え、それらの不安感や自己否定感を緩和する。現在の状況や、今後訪れるだろう展開につ
いて示し、安心感を与えることが非常に重要であるとされる。
b.

協働とエンパワーメントの原則

被害者は回復の過程で、過覚醒や罪責感、再体験

と回避、否認といったストレス障害特有の症状を示す。これらの最良の癒し手は被害者自身
であり、被害者自身が自分自身を癒せるように被害者自身が力をつけるエンパワーメントが
重要であるとされる。被害者自身が自分で自分を癒そうとすること、周囲がそれを支援する
こと、専門家が被害者の現状と今後の展開を示すこと、各々の役割を自覚して協働して問題
にとりくむことが望まれる。
c.

個別化の原則

トラウマからの回復は、個人差がある。回復は特定のプロセスや期

間があるものではない。大まかな道程、ポイントについて意識することは必要であるとされ
るが、各々微妙に違った個性があり、その違いを認めて価値あるものとして扱い、１人１人
の道程を共に歩むことが必要とされる。
d.

その他のポイント
・信念

Brief

広島の被爆者、ホロコースト ( ユダヤ民大虐殺 ) の生存者の面接調査から、被害者は被害
体験の意味について、実存的な問いを発することが知られている。ホロコースト生存者のユ
ダヤ人心理学者フランクル氏は、その著書の中で「私たちが人生に何を求めるのか、それは
大した問題ではない。むしろ人生が私たちに何を求めるか、それが問題なのです。人生の意
味について考えるのは止めよう。その代わりに、毎日、毎時間、人生から絶えず問われてい
る存在として自らを考えることにしよう。生きるということが究極的に意味するのは、人生
が私たちに何を求めているのかについて正しい答えを見つけ、人生が私たち一人一人に対し
て課し続ける課題を満たしてゆく、そのことに責任を取ることなのです。
」と述べ、実存主
義に到達した。被害体験に対する実存的な意味付け、信念といったものは、被害者を大きく
エンパワーメントすることが知られている。
・感情

Affect

非強制的で非指示的、受容的で寛容的な雰囲気の中で、プラス、マイナスの両面の感情を
表現することは、被害者を大きくエンパワーする。それを聞く支援者は、被害者の感情が妥
当なものであり、自然のものだと許容して保証する姿勢が求められる。アドバイスや断定、
こうあるべきといった指示・暗示は被害者にとって有益ではない。
・社会的支援
被害者は、しばしば深刻な孤立感・孤独感を味わう。これを予防し、多くの支援者を得る
ことは被害者自身を守るためにとても重要である。家族・親戚・友人・知人、仲間や治療者
などの支援ネットワークを活用し、社会との密接なつながりを保つことで、被害者はより多
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くの安全感と支援を得ることができる。
・認知
被害者の置かれた現在の状況、これからの見通し、可能な手立てに関する情報に触れると、
被害者の不安などのストレスは大きく軽減される。ストレス反応やストレス障害に対する学
習は被害者がよりよく自身を理解するためにたいへん有益である。
（参照：trauma.or.tv/1kouisho/3-1.html）
また国立精神・神経センター、精神保健研究所、中島聡美は回復のステップ、トラウマの
治療について以下のように説明している。
②

回復のステップ
回復は段階をおって進むとし、以下のステップを提示している。

（１）環境、身体、精神、の安全が確保されること
（２）自分の身におこった出来事をふりかえり、過去のものと位置づけることができること
（３）自分への信頼感を取り戻すこと
（４）他人への信頼感を取り戻し、繋がりを再確認すること
（５）社会的との繋がりを感じ、人生の希望や意欲をとりもどすこと
③

トラウマの治療
治療の根本は“事件を過去ものとして認識できるようにすること”である。トラウマ反応

の多くは、事件のショックで断片化した記憶がずっと残ってきっかけによって刺激され、現
在の生活を脅かすために生じるものである。
体験を過去のものにするためには事件に直面し、
自分の感じたことを取り戻し、記憶や認知の再構築を行うことが必要とされる。そのために
は次のような手順で治療が行われる。
（１）事件の概略や被害者自身の今の問題、症状を明らかにし、問題を整理する。
＊ この段階では自殺の危険やアルコールの依存など緊急の対応が必要なものや、投薬など
が必要なものを先に治療する。また、生活がある程度安定していることが必要であり、ソー
シャル・ワーカーに相談する事もある。
（２）症状の程度や種類をはっきりさせる。その時に被害者自身の回復に影響を与えている
ことを知るために、生活や過去の出来事、家族、仕事のことなども聞く。
（３）まず、取り組む問題について被害者自身と話し合い、どのような目標で治療をすすめ
るかを決定する。
（４）取り組む症状を中心にモニターを行う。１～２週間の間、どのような症状が起こって
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いるか記録をとる。特にどのようなきっかけで症状が出るのかを確認する。
（５）リラクセーションを学ぶ。身体の反応が出現したときに自分が安心できる、
コントロー
ルができることが大切である。
（６）外傷的な記憶や、事件によって変わってしまった認知に対する治療を行う。いくつか
の方法から、それぞれの被害者に適したものを選ぶ。
（６）段階毎に話し合って勧める。回復したものについて日常生活で大丈夫かの確認をして
いく。
＊トラウマの治療で大切なのは、被害者自身がそこに参加し、積極的に向き合うことであ利、
治療者はそれを手助けする存在である。治療についての疑問はそこで話し合う。治療は共に
すすめていく共同作業であると考える。
（参考資料：クラウディア ハーバート著，勝田吉彰翻訳：心に傷をうけた人の心のケア

－

PTSD（心的外傷後ストレス症候群）を起こさないために．保健同人社（1999）
）
以上のように、心理的また精神医学的な見解もまた、被害者の回復について、自信の回復、
安全感の確保、社会的支援によるエンパワーメントなどの重要性を示唆している。これらは
修復的司法論者であるゼアの見解と共通するものであるといえる。このことから、被害者、
加害者、コミュニティの３者間の修復を包含する修復的司法は被害者の回復に重要な意義を
もつものであるといえる。ゼアが提示する修復的司法の判断基準がそれらの支援を包括する
ものであり、以下で参照する。

４－４．ゼアによる修復的司法の判断基準における被害者支援の要素
修復的司法の判断基準としてゼアが掲げる要素も、そのプロセスが被害者の回復に必要な
要素を含んでいるということを示している。
それは、修復的司法は被害者について、
・被害者が関係者に真実を語る機会が十分にあるか。
・被害者が必要とされる賠償、損害回復を受けているか。
・不正義を適切に認識されているか。
・更なる被害から保護されているか。
・結論は加害行為の重大性を適切に反映しているか。
・犯罪事実、加害者、手続きに関する適切な情報を受けているか。
・手続きにおいて発言権があるか。
・司法の経験が適切に公のものになっているか。
・他人からの支援を十分に受けているか。
・家族は十分な援助や支援を受けているか。

─ 14 ─

修復的司法の被害者支援の可能性

・他の（物質面、心理面、精神面の）ニーズも十分対処されているか。
を判断基準とし、また被害者－加害者間の関係の取り組みについては、
・対話が（直接的にあるいは治療的に）適切な場合に、その機会があるか。
・（事件やその他のことに関する）情報交換の機会があり、それが促されているか。
・責任転嫁が問われているか。
ということを判断基準とし、また将来に向けた取り組みが行われているかについては、
・この事件を導いた問題性の解決に向けた対応策をたてているか。
・この事件によって引き起こされた問題性の解決に向けた対応策をたてているか。
・将来の目的に向けた取組が行われているか。
・結果を監視し、確認し、不都合が生じたら修正するために、対応策をたてているか。
ということを判断基準とする（Zehr １９９５）
、というものである。
これらの判断基準は、修復的司法が具体的に被害者の回復に必要な条件を満たしているこ
とを示唆するものである。また、修復的司法は、コミュニティの参加、関心も判断基準とし
ているが、それらの要素はコミュニティの問題解決意識を喚起し、被害者また同時に加害者
とコミュニティの関係修復を促進するものであり、被害者の回復の要素である社会的支援の
充足につながるものであるといえよう。

５．修復的司法の被害者支援としての可能性と課題
これまでの検討により修復的司法と被害者の物理的・精神的回復のための支援は同様の方
向性をもつものといえる。修復的司法による問題解決により被害者は事実を知り、その思い
を語り、受容され、支援者の存在を認識し、更なる被害から保護されることにより安全であ
るという感覚を得ることができる。参加した支援者やコミュニティ代表者らの支援、受容は
被害者の自己肯定感にもつながりうるであろうし、また社会的孤立を回避できる。問題解決
のプロセスへの参加、決定への発言権により、自分の人生が自分の手でコントロールできる
という感覚を得ることができる。犯罪の事実を知ることにより更なる被害から回避する方法
も認識しうる。
修 復 的 司 法 は と く に 被 害 者 保 護 に 焦 点 を 当 て た 制 度 と い う わ け で は な い（ 前 野、
２００２）と指摘する声もあり、被害者対策を周辺施策の充実を求める案やボランティア団
体の支援に期待するものもある。また、対話への参加によって、二次的、三次的被害を受け
るとの指摘もある。会合への参加により、被害者のプライバシーの問題、参加によりより傷
つく可能性などの問題も無視できない。これらの懸念に対し、修復的司法への被害者参加の
促進とともに、進行役、ファシリテーターなど関係スタッフの人材の育成、被害者のみなら
ず参加者全てに対するセーフ・ガードとしての保護規定など、今後、取り組むべき課題は多
い。これらの懸念への対応が整い、被害者の十分な保護が約束されるシステムの構築が必要
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とされる。
修復的プロセスへの被害者の参加については様々な課題を残す問題ではあるが、被害者の
修復的プロセスへの参加が被害からの回復への足がかりとなる可能性があるのであれば、そ
れもまた、被害者が選択できる解決方法の１つとして検討されるべきである。様々な被害者
に合う解決方法の選択肢として修復的司法の意義を提案するものである。
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The study of Restorative Justice as a victim support
KAMOSHIDA, Mayumi
The papers aim to describe the features of Restorative Justice and how it contracts
with the conventional justice system with which we are familiar. And also whether the
system could give the victims for benefits or not.
First of all, the papers try to describe the features of Restorative. The papers also
describe the psychological aspects which victims are suffers from crime incidents. Most
victims are suffers from incidents and they need recovery. Restorative Justice may
provide the benefits for victims and these are the supports that victims need. In this
meaning, Restorative Justice could be the alternative system to help victims to recover
their sufferings.
Finally, the papers aim to mention the risk of attending Restorative Justice Process and
the possibilities of Restorative Justice as a victim support.
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