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黒子のバスケ脅迫事件

 2012年10月発生

漫画「黒子のバスケ」の作者への脅迫事件

犯人は 渡辺博史。威力業務妨害要害で逮捕

裁判での１５分に渡る意見陳述

自分は「無敵の人」発言



「無敵の人」とは

親類・友人・職場など
のつながりが希薄で，
失うものが何もないこ
とから犯罪に走らない
ようにするのは難しい

人間。
ｂｙ渡辺博史被告



「無敵の人」の特徴

自殺願望

友人関係

社会的地位

恋愛関係 家族関係



さらに…
×分かりにくい動機に基づき，
それまでに殺意を抱くような対立・敵対関係が
全くなかった被害者に対して，殺意をもって
危害を加えたという

無差別殺傷事犯者の特徴と一致する。

○動機：「自殺・死刑願望」型、「殺人への興味・欲求」型

○親等の家族との関係も希薄である者が多い。

○異性との交際も希薄，過去に交際相手がいた者も異性関係が

消滅し，犯行時に異性の交際相手がいる者はほとんどいない。

○友人関係も犯行時には友人がおらず，学校や職場に在籍して

いた時点から友人関係を築くことが出来なかった者が多い。

○就労関係について見ると，就労経験はあるものの長続きせず，

犯行時には無職で，経済的にも収入は少ない者が多い。



「無敵の人」と思われる人間

大野木亮太容疑者・・・2014年2月23日にJR名
古屋駅 近くの歩道に乗用車を突っ込ませ，１
３人に重軽傷を 負わせた。

加藤智大被告・・・2008年6月8日に秋葉原無差
別殺傷 事件を起こした。



目的

渡辺被告の持論を「無敵の人」の定義とした
時，本当に失うモノが何もない事から犯罪に走
るのかは疑いがある。

よって，渡辺被告の持論を「無敵の人」の定義
とし，「無敵の人」の要因の影響によって，
社会的迷惑行為が高くなるのかをアンケート
調査で確かめ，要因が「無敵の人」の構成要件
であるかを確かめる。

また，「無敵の人」の犯行を防ぐ手を考察す
る。



方法：質問紙調査

対象：大学生，男女合わせて全学年２００人。
調査内容
「無敵の人」の要因は，渡辺被告の意見陳述と
無差別殺傷事犯の特徴に当てはまる項目

①経済力・②友人関係・③家族関係・④恋愛・
⑤社会的地位・⑥自己の境遇への不満・⑦逃
避・⑧将来。

性的経験と交際経験，好きな人の有無を二択で
質問。

社会的迷惑行為に関する質問。



結果 ①因子分析（社会的迷惑行為以外の項目）

主因子法・プロマックス回転

自殺願望：この世に期待できることはなにもない など

異性不安：異性と一緒にいると内気になってしまう など

経済的余裕：経済的余裕を感じる など

現状満足度：今の生活に満足している など

家族の密着度：自分の家族は、お互いに密着している など

友人関係の良さ：いつも一緒にいるグループがある など

家族の信頼関係：家族は、自分を本当に理解してくれている

など

の７因子が抽出された。



結果 ②相関分析

自殺願望と異性不安が高いと社会的迷惑行為
が高いという事が判明。

その他は，因子が高いと社会的迷惑行為が低
いという結果に。

自殺願望 異性不安 経済的余裕 現状満足度
家族の密着

度
友人関係の

良さ
家族の信頼

関係

Pearson の相関係
数

.354** .228** -.206** -.106 -.137 -.163* -.264**

有意確率 (両側) .000 .001 .003 .136 .053 .021 .000

N 200 200 200 200 200 200 200

表３　相関分析結果

社会的迷惑
行為



自殺願望

異性不安

経済的余裕

現状満足度

家族の密着度

友人関係の良さ

家族の信頼感

社会的迷惑行為
(Ｒ²＝.200***)

.271***
.171*

-.133*

-.233*

回帰分析



まとめ

 この分析結果から，「無敵の人」の要因として，
これらの因子は重要なものである。

 渡辺被告が言う，「無敵の人」の定義は頷ける。

 愛着を持てる人間関係がなくて，負の影響を受け
る。

現状に満足が出来ず，将来への考えを持て
ず，自殺願望などの新たな負の影響を持つようにな
る。

「無敵の人」となり，逸脱行為や

犯罪に走る可能性が高くなると考えられ
る。



どうして「無敵の人」が誕生する？

作田誠一郎・須藤廣(2007）によると…

『あらゆる意味において競争の激化が認められ，

個人主義的傾向が進行している。』

このような社会であるからこそ，

それに加えいくつかの原因によって，

生きられず，競争に負けた人間が

「無敵の人」の可能性として増していくのでは？



「無敵の人」を止められるか？

 秋葉原無差別殺傷事件を起こした加藤智大被告の場合
犯行の予兆 「自殺予告」を止める。

①まず相談者の訴えを十分に聞く，徹底的な「聞き役」に回る。
②話をはぐらかさない，
③相談者を批判したり，叱ったりしない。
④安易な助言は禁物。
⑤世間一般の常識を押し付けない。
⑥十分訴えを聞いたうえで，ほかの選択肢について話し合う。
⑦最終的には専門家の治療を受けるよう助言する。



「無敵の人」は予兆を見せる。

予兆に正しい対応をし，気づいた人は
手を差し伸べる事が，「無敵の人」によ
る犯行を防ぐ事に繋がる。

自殺願望は「無敵の人」の要因であ
り，無差別殺傷事犯の特徴，そして犯
行に踏み出す予兆。全く関係ない人
が，それに気づく場合もある。その時
に，安易な受け答えはせずに，手を貸
して，正しい対応をしてもらいたい。



ご清聴ありがとうございました。



尺度の詳細

 自殺願望：死に対する態度尺度

 異性不安：異性不安の尺度について

 経済的余裕：

 現状満足度：満たされない自己尺度

 家族の密着度：家族機能測定尺度

 友人関係の良さ：「居場所」の心理機能測定尺度

 家族の信頼関係：



⒯検定分析結果－１（有意差が見られた因子）
○自殺願望があると社会的迷惑行為が高い事がわかり，自殺
願望を持っているのは，男性よりも女性の方が多いという結
果が出た。

○異性不安があると社会的迷惑為が高い事がわかり，性的経
験が無く，交際経験が無く，好きな人がいる人は異性不安が
高い事が結果として出た。

○家族の信頼関係が低いと社会的迷惑行為が高い事がわかっ
た。また，家族の信頼関係が高いのは女性よりも男性だっ
た。

N 平均値 標準偏差
平均値の標

準誤差

1.00 107 2.8006 .77718 .07513

2.00 93 3.1685 .64104 .06647

　グループ統計量

自殺願望LH

社会的迷惑
行為

N 平均値 標準偏差
平均値の標

準誤差

1.00 99 2.8266 .74609 .07498

2.00 101 3.1139 .70629 .07028

グループ統計量

異性不安LH

社会的迷惑
行為

N 平均値 標準偏差
平均値の標

準誤差

1.00 98 3.1037 .71216 .07194

2.00 102 2.8448 .74471 .07374

グループ統計量

家族の信頼関係LH

社会的迷惑
行為

下限 上限

等分散を仮
定する。

2.977 .086 -3.618 198 .000 -.36784 .10167 -.56833 -.16734

等分散を仮
定しない。

-3.667 197.481 .000 -.36784 .10032 -.56567 -.17001

差の標準誤
差

差の 95% 信頼区間

社会的迷惑
行為

表８－２　独立サンプルの検定等分散性のための
Levene の検定 2 つの母平均の差の検定

F 値 有意確率 t 値 自由度
有意確率
(両側) 平均値の差

下限 上限

等分散を仮
定する。

.093 .760 -2.797 198 .006 -.28726 .10271 -.48982 -.08471

等分散を仮
定しない。

-2.795 196.898 .006 -.28726 .10277 -.48993 -.08459

自由度
有意確率
(両側) 平均値の差

差の標準誤
差

差の 95% 信頼区間

社会的迷惑
行為

表９－２　独立サンプルの検定等分散性のための
Levene の検定 2 つの母平均の差の検定

F 値 有意確率 t 値

下限 上限

等分散を仮
定する。

.278 .599 2.512 198 .013 .25897 .10311 .05564 .46230

等分散を仮
定しない。

2.514 197.996 .013 .25897 .10302 .05582 .46212

差の標準誤
差

差の 95% 信頼区間

社会的迷惑
行為

表１４－２　独立サンプルの検定等分散性のための
Levene の検定 2 つの母平均の差の検定

F 値 有意確率 t 値 自由度
有意確率
(両側) 平均値の差



⒯検定分析結果－２（有意差が見られなかった因子）

○経済的に余裕があると社会的迷惑行為が低い事がわかった。

○現状に満足していると社会的迷惑行為が低い事がわかった。
また，女より男の方が現状に満足しており，性的経験・交際経
験が有る人の方が現状に満足している結果が出た。

N 平均値 標準偏差
平均値の標

準誤差

1.00 105 3.0603 .74001 .07222

2.00 95 2.8737 .72840 .07473

表１０－１　グループ統計量

経済的余裕LH

社会的迷惑
行為

下限 上限

等分散を仮
定する。

.278 .599 1.794 198 .074 .18663 .10401 -.01847 .39174

等分散を仮
定しない。

1.796 196.585 .074 .18663 .10392 -.01832 .39158

自由度
有意確率
(両側) 平均値の差

差の標準誤
差

差の 95% 信頼区間

社会的迷惑
行為

表１０－２　独立サンプルの検定等分散性のための
Levene の検定 2 つの母平均の差の検定

F 値 有意確率 t 値

N 平均値 標準偏差
平均値の標

準誤差

1.00 97 2.9674 .67084 .06811

2.00 103 2.9757 .80047 .07887

表１１－１　グループ統計量

現状満足度LH

社会的迷惑
行為

下限 上限

等分散を仮
定する。

6.283 .013 -.080 198 .936 -.00837 .10476 -.21497 .19822

等分散を仮
定しない。

-.080 195.399 .936 -.00837 .10421 -.21390 .19715

自由度
有意確率
(両側) 平均値の差

差の標準誤
差

差の 95% 信頼区間

社会的迷惑
行為

表１１－２　独立サンプルの検定等分散性のための
Levene の検定 2 つの母平均の差の検定

F 値 有意確率 t 値



⒯検定分析結果－２（有意差が見られなかった因子）

○家族の密着度が高いと社会的迷惑行為が低い事がわかった。

○友人関係が良いと社会的迷惑行為が低い事がわかった。ま
た，性的経験が有る人間の方が友人関係は良く，交際経験が
無い人間の方が友人関係は良かった。

N 平均値 標準偏差
平均値の標

準誤差

1.00 83 3.0522 .69791 .07661

2.00 117 2.9145 .76396 .07063

表１３－１　グループ統計量

友人関係の良さLH

社会的迷惑
行為

下限 上限

等分散を仮
定する。

.823 .365 1.301 198 .195 .13768 .10581 -.07099 .34634

等分散を仮
定しない。

1.321 185.769 .188 .13768 .10420 -.06788 .34324

差の標準誤
差

差の 95% 信頼区間

社会的迷惑
行為

表１３－２　独立サンプルの検定等分散性のための
Levene の検定 2 つの母平均の差の検定

F 値 有意確率 t 値 自由度
有意確率
(両側) 平均値の差

N 平均値 標準偏差
平均値の標

準誤差

1.00 98 3.0527 .73319 .07406

2.00 102 2.8938 .73898 .07317

表１２－１　グループ統計量

家族の密着度LH

社会的迷惑
行為

下限 上限

等分散を仮
定する。

.086 .769 1.526 198 .129 .15893 .10413 -.04641 .36427

等分散を仮
定しない。

1.527 197.793 .128 .15893 .10411 -.04638 .36424

表１２－２　独立サンプルの検定等分散性のための
Levene の検定 2 つの母平均の差の検定

F 値 有意確率 t 値 自由度
有意確率
(両側) 平均値の差

差の標準誤
差

差の 95% 信頼区間

社会的迷惑
行為


