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研究成果の概要（和文）：目撃者の記憶遂行に影響する要因や正しい識別を可能にする方法について明らかにすること
が今回の研究の目的であった。研究によって以下の成果が得られた。推定変数に関しては，凶器注目効果における眼球
運動によって，凶器に対して注意が自動的に惹きつけられる可能性を得た。またスキーマによる記憶への影響研究では
，場所スキーマ，行動スキーマ，物品スキーマがそれぞれ異なった働きをすることが明らかになった。現実の事件にお
ける目撃者の運転中の視覚的情報処理の限界を明らかにした。またシステム変数に関してはラインナップの構成および
実施方法について検討し，他者からの影響による効果を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The factors that influence the accuracy of the eyewitness testimony and 
identification and interrogation methods that promote the accuracy of the eyewitness were investigated.As 
for the estimator variables, we examine the effect of the eyewitness duration while driving a curve road, 
and found that when we see a car and a person while they stopped opposite corner of the curving road, the 
details of the car and the person could not be reported. We also investing the mechanism of the 
generation of the weapon focus effect and found the automaticity of the attention to the weapon. Then we 
investigated the processes how the schema invade the memory of eyewitnesses. As for the system variables, 
such as lineup construction and administration methods were examined. Strong bias effects for the 
identification and post identification feedback effects were also observed under the condition where 
investigators of the crime had any bias about the suspects.

研究分野： 目撃証言心理学

キーワード： 目撃証言　推定変数　システム変数　識別方法　尋問方法　裁判心理学

  ４版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

 目撃証言の心理学研究は心理学の誕生か

らそれほど遅れることなく開始された。この

こと自体，法的問題に心理学がいかに強い関

心を示してきたかがわかるものである。錚々

たる心理学者が目撃証言心理学研究者とし

て名前を連ねている。しかし，この領域の研

究が体系的になされるようになったのは

1970 年代以降であるが，これは，冤罪原因の

解明の機運の盛り上がりや，それまでの認知

心理学における記憶や知覚の理論の発展や

新たな事実の発見が行われたことによるも

のと考えられる。多くの研究結果から，目撃

者の記憶の危うさなどが明らかにされ，目撃

者の記憶に影響する様々な要因が明らかに

なってきた。折しも，1990 年代になると DNA

の分析から，誤判の報告が数多くなされるよ

うになり，イノセンスプロジェクトの分析結

果から，この冤罪の原因の第一が目撃者の識

別の誤りであることが明らかになった。心理

学者は当初から，私たちの記憶が１００％正

確であるなどということがありえないこと

を数多くの研究で示してきたが，このプロジ

ェクトの報告からますますその現実がライ

トアップされることになった。 

 このような状況から，イギリスでは 1980

年代に法律を用意し，識別に関する科学的方

法を導入した。米国でも各州で識別方法に関

する心理学者の提案するラインナップ方法

の導入を行ってきている。しかるに，わが国

では旧態依然の方法を採用し，冤罪研究すら

許さないような状況が続いている。裁判員の

目撃証言への意思決定研究，彼らの判断に及

ぼす専門家証言の影響等の研究はほとんど

模擬研究にとどまり，その数も極めて少ない。

そのような事情が研究当初の背景として存

在していたことは事実であり，このような状

況を改善すること，そして司法関係者や一般

市民への目撃証言や識別の心理学研究の知

識を伝達し，司法が誤らないような制度を持

つことを提言すべき背景が存在した。そして

日本におけるこの領域の研究もまだまだ極

めて不十分な状況にあった。 

 
２．研究の目的 

 本プロジェクトの研究目的は広義におい

ては，司法に対して科学的知見に基づく目撃

者供述や識別の評価を出来る基礎を与える

こと（内外の研究の紹介）を目的とするもの

であった。狭義においてはこの領域における

新しい現象の発見と新しい説明の枠組みを

提示するという，研究の一層の深化を目指す

ものであった。目撃証言研究は，その変数の

分類から推定変数とシステム変数に分けら

れるが，当初は多様な変数を扱う予定であっ

たが，特に日本の事件の事情等を勘案して研

究対象を絞ることとした。その結果，取り扱

うのは，推定変数では１）目撃時間要因，２）

情動要因，３）凶器要因，４）スキーマ要因，

５）チェンジ・ブラインドネス要因，６）語

法要因とした。こちらはどちらかというと目

撃証言研究における基礎研究と位置付けら

れるようなものであり，その研究結果がすぐ

に司法に役立つようなものではないが，この

知識を積み上げることで人間の記憶や知覚

の作用を明らかにでき，ひいては目撃者の認

知能力の理解に役立つことが大いに期待さ

れる。一方，システム変数では，７）ライン

ナップや単独面通しにおける「わからない」

判断の導入の効果を明らかにすること，８）

面接者が持つ犯人仮説（目撃者を特定の人物

へと誘導する）効果がどのように現れるのか

を検討すること，９）公平な識別方法とされ

る二重盲検法の効果の程度，10）識別後の肯

定的フィードバック効果が，識別後のフィー

ドバックによってその後の記憶や期待がど

のように変容するのかを検討することを目

的とした。 

 
３．研究の方法 

目撃班の基本的方法は実験研究である。ただ，



現実の事件に関する再現実験を行う場合に

は，現場に出かけて，その場で最も重要で詳

細な供述調書に基づき，目撃方法を決定する

という方法を採用している。また推定変数実

験の場合には，過去の研究文献を精査し，そ

の変数にふさわしい目撃のシーンを想定し，

それを写真撮影もしくはビデオ撮影して刺

激とする場合，システム変数においてはさら

に上演実験とするために，犯人役の人間や捜

査関係者の役割を演じてもらうための訓練

を行い，実験に臨んだ。さらに記憶テストを

用意するが，それには再認テスト，識別テス

ト，再生テストが，その目的に応じて採用さ

れた。 

 以上のような実験方法が中心であるが，凶

器注目の場合には調査を行うということも

行ったので，実験研究に加え調査研究も行っ

たことになる。実験の形式としては，個別実

験，小集団実験が中心であり，すでに述べた

ように，独立変数も従属変数も相当のバリエ

ーションになっている。 

 以上の方法で得られた実験結果，調査結果

はすべて統計的に処理をして，検討にかけて

仮説との関係を明らかにした。 

 
４．研究成果 

 研究成果に関しては，目的に対応して，推

定変数に関しては，１）目撃時間が短くしか

も下の坂道で右にカーブしている時の，その

反対車線に停車している車と人物の詳細の

記憶がどの程度可能かどうかを眼球運動と

記憶の正確さを指標に検討し，これが極めて

困難であることを明らかにした。特に，この

目撃の状況は現実の事件における目撃であ

り，目撃者の記憶形成に関与する阻害要因が

多く，カーブ運転における眼球運動チェンジ

ブラインドネスの関与が指摘された。２）ま

た凶器注目効果の生起メカニズムのうちの

注目の自動性を明らかにした。さらに，凶器

という概念の整理も行い，今後のこの領域に

おける研究の一つの分類基準となることが

期待される。３）実際に経験していない出来

事が記憶に進入する際のスキーマ効果につ

いて実証的に研究を行い，出来事，場所，も

のスキーマが関与することを明らかにした。

そしてこれらのスキーマの働きの違いがあ

ることも明らかにした。４）まだ研究途中で

あるが，情動の換気が逆向干渉を起こすデー

タを得ている。また５）チェンジ・ブライン

ドネスの要因が後識別に導くこと，人物の変

化すら気づかれないことを明らかにした。最

後に６）語法効果に関しては，明確な結果を

得ることができなかった。 

 システム変数研究においては，この結果が

直接的に捜査手続き等に役立つことが期待

されるが，研究全体を通して，この種の研究

はまさに生態学的妥当性を確保することが

難しいことが明になった。そのような中でも，

犯人識別における諸要因を検討し，以下の事

実を明らかにした。７）ラインナップや単独

面通しにおける「わからない」判断の導入の

効果に関しては，その効果が弱い可能性があ

ること，８）面接者が持つ犯人仮説（目撃者

を特定の人物へと誘導する）効果を見出した。

また９）公平な識別方法とされる二重盲検法

の効果，10）識別後の肯定的フィードバック

効果の存在を実証し，識別後にも「警察の期

待通り」とか「当てましたね」などの肯定的

フィードバックが記憶の歪みをもたらすこ

とを明にした。 
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