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科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

心理学 小　野　洋　平 1・2・3選必 前期 2

■講義内容■
　ポリグラフ検査は，犯罪捜査場面で用いられる科学的技法の一つであり，1968年に最高裁判所におい
て検査結果の証拠能力が認められている。本講義ではポリグラフ検査の歴史，心理学的背景，具体的な
研究やその実例などについて解説する。
　なお，初学者でも講義内容を理解できるように，また日常場面，司法場面への応用可能性を高めるた
め，本講義では各回の前半で心理学の基礎的知識を説明する。そして後半では，前半の学習内容を踏ま
えてポリグラフ検査に関する理解を深められるように講義を進行する。さらに，ポリグラフ検査に関す
る講義のみならず，裁判の証拠として提出される可能性のある心理テストなど，種々の体験学習を行う
予定である。これらを通じて心理学の知識獲得を目指し，法律家としての見識を深めていただきたい。
■シラバス■
＜科目のねらい＞
　ポリグラフ検査の検出メカニズムを理解し，心理学およびポリグラフ検査に関する見識を深める。
＜到達目標＞
　「科目のねらい」の達成を到達目標とする。
＜履修の前提＞
　特になし。
＜予・復習に要する時間＞
　予習30分・復習60分程度を要する。
＜科目の内容＞
  心理学の定義と司法場面への応用
　心理学とはどのような学問であるかを説明するとともに，司法場面において心理学がどのように応用
されているかについて概観する。
  科学的捜査としてのポリグラフ検査
　我が国はポリグラフ検査大国であり，現在では年間5000件以上の検査が実施されている。ここではポリグ
ラフ検査とはどのような捜査技法であるかを解説する。
  「うそ」の定義とその検出
　ポリグラフ検査は「虚偽検出検査」ともいい，「うそ」と密接に関わってきた。そこで「うそ」とはど
のように定義され，「うそ」をどのように見抜いてきたか，「うそ」と表出行動について解説する。また，
行動観察によって得られる「うそ」の手がかりとそれを用いた「うそ」発見の精度について説明する。
  科学的ポリグラフ検査の歴史
　科学的なポリグラフ検査は19世紀末に始まる。一方，それ以前にも様々な方法を用いて「うそ」を見
抜く試みが行われてきたが，中には非科学的な方法も含まれていた。そこで，いかにしてポリグラフ検
査が科学的な方法として発展していったのかを，ポリグラフ検査の歴史的背景を概観しながら説明する。
  ポリグラフ検査の背景理論
　ポリグラフ検査の誕生から現在に至るまで，多くの検出理論が示されてきた。本単元では，これらの
検出理論を比較検討し，この検査で判定が可能な理由を検査時の心理状態とともに理解する。
  実務場面におけるポリグラフ検査の実際
　実務場面で実施されるポリグラフ検査では質問呈示時の身体的な変化を測定し，質問間の反応の違い
から判定が行われている。そこで，まず心と体の関連について心理学が明らかにしてきた知見を概説す
る。その後，実際の検査の流れと判定方法について説明する。
　　　　ポリグラフ検査の実験的検討
　ポリグラフ検査は実務検査のみならず，正確性を高めるために現在も実験がおこなわれている。本単
元では，ポリグラフ実験の方法などを説明し，心理学の実験的アプローチ方法について学ぶ。
  ポリグラフ検査の質問技法
　ポリグラフ検査は質問によって真実を明らかにしようとする技法でもある。これは裁判における証人
尋問や被告人質問に通ずるところがあると考えられる。本単元では，心理学で明らかになっている有効
な面接方法やコミュニケーション心理学などについて説明したのち，ポリグラフ検査の質問技法と検出
の心理学的背景について考察する。
  ポリグラフ検査で測定される生理指標①
　ポリグラフ検査では質問時の生理的反応から被検査者の犯罪知識の有無を検討する。本単元では，検
出に関与する要因である「情動」の生起メカニズムと生理指標との関連について講義する。それを踏ま
え，検出指標とその反応機序について理解する。
  ポリグラフ検査で測定される生理指標②
　ポリグラフ検査では質問時の生理的反応から被検査者の犯罪知識の有無を検討する。本単元では，検
出に関与する要因である「記憶」のメカニズムと生理指標との関連について講義する。それを踏まえ，検
出指標とその反応機序について理解する。
  新たな虚偽検出指標の開発
 ポリグラフ検査の背景理論の変遷に伴い，現在では末梢神経系の指標のみならず中枢神経系の指標開
発が行われている。そこで，本単元では脳活動を中心とする新たな指標と研究成果を紹介し，ポリグラ
フ検査での反応機序と実務検査への応用可能性について説明する。
　　　　眼球運動とポリグラフ検査
　「目はこころの窓」というように眼球運動や瞬き，瞳孔の拡縮は心と密接な関係がある。これらの反
応からいかにして心の働きを推し量るかを具体的な研究を挙げて説明し，近年盛んに研究されている眼
球運動を指標としたポリグラフ検査の研究成果について解説する。
  ポリグラフ検査に影響を及ぼす要因
　ポリグラフ検査の正確性は高いものの，少なからず判定不能や判定エラーが生起する。そこで，正確
性と判定エラーのタイプについて説明し，検査結果に影響を及ぼす性格などの心理的要因について解説
する。
　　　　ポリグラフ検査の課題と展望
　ポリグラフ検査が抱える課題と今後の展望について説明する。
　　　　定期試験
＜教科書＞
特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。
＜参考書＞
各回で適宜紹介する。下記はその一部と私的な書評である。
⑴ポリグラフ検査に関するもの
・平 伸二・中山 誠・桐生正幸・足立浩平（編著）『ウソ発見　犯人と記憶のかけらを探して』
（北大路書房，2000年）
　… ポリグラフ検査に関しての研究成果が網羅されている書籍
・谷口泰富・藤田主一・桐生正幸（編）『クローズアップ犯罪』（福村出版，2013年）
　…ポリグラフ検査のみならず，ネット犯罪や特殊詐欺など，犯罪に関する近年の事例やその心理的背
　　景についての研究成果がまとめられている
・谷口泰富・小野洋平 『虚偽検出検査における眼球運動の非接触的測定』（心理学研究，84（1），
　　p.10‐p.19，2013年）
　…眼球運動を用いたポリグラフ検査の有効性を示した世界的にも先駆的な論文
⑵心理学全般に関するもの
・鈴木常元 他（編）『心理学』（新曜社，2014年）
　…図表を多く採用しており，初学者にもわかりやすいようにかみ砕いた説明がなされている概論書
・細江達郎（著）『図解雑学 犯罪心理学』（ナツメ社，2001年）
　…犯罪心理学について平易にまとめられており，この図解雑学シリーズはいずれも分量が程よく読み
　　やすい
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る。その後，実際の検査の流れと判定方法について説明する。
　　　　ポリグラフ検査の実験的検討
　ポリグラフ検査は実務検査のみならず，正確性を高めるために現在も実験がおこなわれている。本単
元では，ポリグラフ実験の方法などを説明し，心理学の実験的アプローチ方法について学ぶ。
  ポリグラフ検査の質問技法
　ポリグラフ検査は質問によって真実を明らかにしようとする技法でもある。これは裁判における証人
尋問や被告人質問に通ずるところがあると考えられる。本単元では，心理学で明らかになっている有効
な面接方法やコミュニケーション心理学などについて説明したのち，ポリグラフ検査の質問技法と検出
の心理学的背景について考察する。
  ポリグラフ検査で測定される生理指標①
　ポリグラフ検査では質問時の生理的反応から被検査者の犯罪知識の有無を検討する。本単元では，検
出に関与する要因である「情動」の生起メカニズムと生理指標との関連について講義する。それを踏ま
え，検出指標とその反応機序について理解する。
  ポリグラフ検査で測定される生理指標②
　ポリグラフ検査では質問時の生理的反応から被検査者の犯罪知識の有無を検討する。本単元では，検
出に関与する要因である「記憶」のメカニズムと生理指標との関連について講義する。それを踏まえ，検
出指標とその反応機序について理解する。
  新たな虚偽検出指標の開発
 ポリグラフ検査の背景理論の変遷に伴い，現在では末梢神経系の指標のみならず中枢神経系の指標開
発が行われている。そこで，本単元では脳活動を中心とする新たな指標と研究成果を紹介し，ポリグラ
フ検査での反応機序と実務検査への応用可能性について説明する。
　　　　眼球運動とポリグラフ検査
　「目はこころの窓」というように眼球運動や瞬き，瞳孔の拡縮は心と密接な関係がある。これらの反
応からいかにして心の働きを推し量るかを具体的な研究を挙げて説明し，近年盛んに研究されている眼
球運動を指標としたポリグラフ検査の研究成果について解説する。
  ポリグラフ検査に影響を及ぼす要因
　ポリグラフ検査の正確性は高いものの，少なからず判定不能や判定エラーが生起する。そこで，正確
性と判定エラーのタイプについて説明し，検査結果に影響を及ぼす性格などの心理的要因について解説
する。
　　　　ポリグラフ検査の課題と展望
　ポリグラフ検査が抱える課題と今後の展望について説明する。
　　　　定期試験
＜教科書＞
特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。
＜参考書＞
各回で適宜紹介する。下記はその一部と私的な書評である。
⑴ポリグラフ検査に関するもの
・平 伸二・中山 誠・桐生正幸・足立浩平（編著）『ウソ発見　犯人と記憶のかけらを探して』
（北大路書房，2000年）
　… ポリグラフ検査に関しての研究成果が網羅されている書籍
・谷口泰富・藤田主一・桐生正幸（編）『クローズアップ犯罪』（福村出版，2013年）
　…ポリグラフ検査のみならず，ネット犯罪や特殊詐欺など，犯罪に関する近年の事例やその心理的背
　　景についての研究成果がまとめられている
・谷口泰富・小野洋平 『虚偽検出検査における眼球運動の非接触的測定』（心理学研究，84（1），
　　p.10‐p.19，2013年）
　…眼球運動を用いたポリグラフ検査の有効性を示した世界的にも先駆的な論文
⑵心理学全般に関するもの
・鈴木常元 他（編）『心理学』（新曜社，2014年）
　…図表を多く採用しており，初学者にもわかりやすいようにかみ砕いた説明がなされている概論書
・細江達郎（著）『図解雑学 犯罪心理学』（ナツメ社，2001年）
　…犯罪心理学について平易にまとめられており，この図解雑学シリーズはいずれも分量が程よく読み
　　やすい


