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研究部門

▪大学時代は、脳波・心電図を指標とする生理心理学を専攻
（犯罪心理学の単位は取っていない）

▪警察に入って、生理指標を用いたポリグラフ検査を担当

我が国のポリグラフ検査はアメリカ合衆国とは

全く異なる質問方法

アメリカ：あなたが、お金を盗みましたか？

あなたがAさんを殺しましたか？

日本ではこういう直接的な質問はしない



我が国の虚偽検出の質問法 Concealed Information Test

▪「お金を取りましたか」ではなく，具体的な被害
金額を聞く

▪「○○さんを殺しましたか」ではなく，殺害に
使った凶器を質問

⇒真犯人でないと知り得ないような事実を知って
いるかどうかを質問



【お金を盗りましたか】とは質問しない

盗られたお金はいくらでしたか

1万円ですか？

2万円

3万円

4万円

5万円
＊5問構成で，この中に正解がひとつはいっている

→正解（裁決項目）は被害者と真犯人しか知らないこと



刃物で刺されたことは報道済み
凶器の種類については、報道されていない場合の質問例
殺人に使用された凶器の種類を写真で質問呈示

正解1、不正解4なので
無罪の人が偶然，正解の項目に反
応する確率は1/5と極めて低い
日本人好みの
疑わしきは罰せず

→推定無罪の原則

折りたたみナイフ 刺身包丁 カッターナイフ

短刀 果物ナイフ



科捜研での仕事

▪27年間で1000件程度の検査を実施

▪殺人事件だけで150人位を扱う

▪結果として、死刑判決2回など解決に貢献

▪物証の少ない刑事事件の裁判に、何度か
証人出廷



Polygraphの質問作成のために

▪検査前には、必ず現場を自分で実査

▪実況見分などの捜査書類を詳細に読んで、事件内容を
完全に把握してから，検査

▪被害者や目撃者からの話を聞く

▪犯罪者プロファイリング（犯人像の推定）

▪「事件読み」が正確にできないと、適切な質問ができない
⇒警察官ではないが、犯罪捜査のノウハウを身につける



大量殺人

▪ 2019年 神奈川県川崎市 カリタス学院事件 3名殺害 17人重軽傷

▪ 2017年 神奈川県座間市 自殺系サイトを装って9名殺害

アパートの室内のクーラーボックスに頭蓋骨

▪ 2016年 神奈川県相模原市 知的障害者施設「津久井やまゆり園」死者19名

▪ 2008年 秋葉原事件 7名死亡 重軽傷7名

▪ 2001年 池田小学校 8名死亡 重軽傷13人

▪ 1938年 津山30人殺し

通り魔ではないが，放火による大量殺人

▪京都アニメーション放火殺人 死者35人

▪大阪個室ビデオ放火 16名死亡

今年、発生した2つの事件はやや年齢が高め



本日の話題は，今年発生した5つの事件に見られる共通性

▪5月 神奈川県川崎市 カリタス学院児童ら20人殺傷事件

▪6月 元農水省 事務次官 実子殺人

▪6月 千里山交番 けん銃強奪事件

▪7月 京都アニメーション 放火殺人35名死亡

▪8月 常磐道あおり運転事件



本日のキーワード

1. 拡大自殺

2. 8050問題

3. 共依存

4. 他責、他罰的性格

5. 自己愛性パーソナリティ障害



犯罪心理学が社会から，何を求められるか



犯罪心理学を研究していると・・・

社会からいろいろな意見を求められることがある

たとえば、

2019年5月28日、

川崎市登戸で発生した殺人事件







事件概要 カリタス小学校事件

▪日時：2019年5月28日 午前7時45分ごろ

▪場所：川崎市多摩区登戸 ＪＲと小田急の登戸駅
の西約２５０メートルの住宅街。付近の複数の住民
によると、現場は同区にある私立「カリタス小学校」のス
クールバスが止まるバス停付近。

▪状況： カリタス小学校のスクールバスの隊列に並んで
いた、 カリタス小６年の栗林華子さん（１１）と、別
の児童の保護者で外務省職員の小山智史さん（３
９）の2名 その他、１８人に重軽傷



入念な準備

▪容疑者は、2月に東京都町田市や川崎市麻生
区の量販店３店で計４本の刃物を購入。

▪ 事件直前の５月２２日と２４日の朝には、
事件現場となったカリタス小学校のスクールバス乗
り場周辺に姿を現し、少なくとも２度の下見

▪最初に,最後尾の保護者2名を襲ってから、小学
生の隊列をなで切り（綿密な犯行計画）



カリタス小学校の犯行動機は？

▪カリタス小学校事件の容疑
者は、その場で首をさして自
殺しているので、動機や経緯
を聞くことはできないが・・・



類似した過去の事件



▪２００１年６月８日 １０時２０分

包丁を持った男が池田小学校
の敷地内に侵入

児童８名を殺害したほか、

児童と教師１３名に重軽傷

大阪教育大附属池田小学校事件





③4人重傷

②２名死亡
5名重軽傷

①5人死亡

10:10 2南に到着 2限目終了後の休み時間
10:20 1南で取り押さえ

⑤1名死亡
3人けが

④教諭にタックルされる



池田小学校とカリタス小学校の共通点 なぜ小学生を狙うのか

▪大人にくらベて、小学生は体力が劣るため、抵抗するこ
ともできず,逃げることもままならないため、殺傷が容易

▪池田小学校は、偏差値の高い教育大学附属高校に
つながり、エリートの象徴

▪カリタス小学校はミッション系の私立校であり、平和と裕
福さの象徴

＊少子高齢化の時代に、そうした小学校の児童を大量
に殺傷することは社会的に大きな衝撃



今回のカリタス小学校と，2001年の池田小学校事件との違い

▪池田小学校の頃は校内への出入りが自由であったが、
今は、どこの学校も、門が固く閉ざされているので、小
学校の敷地内に立ち入っての大量殺人は不可能

▪一方、スクールバスの待ち合わせ場所は、小学校の敷
地の外で自由に近づくことができ、毎日決まった時間、
決まった場所に小学生が数多く集まる場所なので、

一度に大量の人間を襲うことのできる格好の標的



公判で語ったこと（犯行動機）

◼「いままで散々不愉快な思いをさせ
られ、何もかも嫌になった。自殺し
ても死に切れない。いっそのこと大
量殺人をして死刑になりたい」



◼第9回 公判 2002/06/13
◼ 「100人でも1000人でも同じだった。関係のない
子どもより３番目の妻を殺した方が満足だったか
もしれない」

◼第10回 2002/06/27 「（当時、父親を）殺し
ていれば、もっと違う人生があった。

殺害するべき対象は他にあるのに，そちらに向かわず、無関
係な人間を大量に殺すのが大量殺人のひとつの特徴

公判中の証言



第11回 公判 2002/07/11供述

「自分みたいにアホで将来に何の展望も
ない人間に裕福な子供でもわずか5分、10
分で殺される不条理を世の中に分からせた
かった」

「世の中、勉強だけちゃうぞと、一撃を与
えたかった」

公判中の証言



供述

▪ 自殺しようとしてもできない

▪ 自分だけ死んでもあほらしい

▪ 多くの人を殺せば，自殺しなくても死刑にしてくれる

秋葉原の大量殺人 加藤智大 も同様の供述



これらの事件に共通するキーワードは

拡大自殺



これまでの大量殺人の加害者特徴

▪加害者には社会的な弱者の立場にある者が多い（無職、非正規雇用など）

▪無差別の場合は、「殺す相手は誰でも良かった」と供述

▪逃走することを考えていないし（逮捕されるか、自殺する）,犯行後に逃げ切った
ケースもない

▪ 自分で死ぬ勇気がないので、多くの人間を殺し、

裁判の結果として、死刑になりたい

▪ひとりで死ぬのは馬鹿らしく、

多くの人間をうっぷん晴らしのために殺してから、

自殺する

⇒拡大自殺



カリタス小学校事件の際、「拡大自殺」に対して、よくテレビで報道されたこと

テレビに出てくる“識者”のコメント

「死にたければ，拡大自殺などせずに，ひとりで死ねよ」

あるいは

「他人を殺すくらいなら、自分を殺せよ」

↓

拡大自殺の意味を全く分かっていない

思いつき、無責任な発言は

事件の真相解明のためには信頼性の乏しい



拡大自殺を意図する原因・理由

▪本来、恨みを抱いている相手が別にいるのに、その
人間に殺意が向けられることはなく、大量殺人に
向かう

▪動機は自暴自棄になり、

うっぷんばらし

あるいは 「恵まれない自分の環境は社会のせ
いだ」の思いから社会に復讐



さて、カリタス小学校事件の3日後





農水省 元事務次官による 実子殺人

2019年5月28日 カリタス学院事件

6月1日(土曜日）午後3時半頃、

農水省元事務次官が実子殺人事件発生

6月3日 テレビ局から、取材の電話

被害者（息子）のツイッタが送られてくる



農水省の事件についてのマスコミからの電話取材で最後に私がいったこと

農水省の元事務次官の事件は、

「登戸の事件がきっかけになったかも？」

⇒カリタス学院の事件が農水省の事
件を誘発のではないかという私の考え

翌日の新聞の記事は・・・



カリタス小学校と農水省次官の2つの事件に共通するのキーワード

50歳代の引きこもりの子どもを持つ、 80歳代の親は
もてあました状態になり、やがて生活が破綻する

8050問題



ひきこもりに対する,従来のイメージ

▪30歳近いのに,ほとんど外出しない

▪昼間でも雨戸を閉めて,たまに親が仕事を勧
めると激怒

▪カーテンを閉めきった部屋でゲーム漬け、昼
夜逆転で髪はボサボサ

無気力で,怠けているようにしか見えない



今は引きこもりも高齢化







引きこもりの原因の大半は，人間関係の悩み



引きこもり年代の変化

▪20年余り前は、不登校の延長でひきこもりへ

▪数年前から就労経験後にひきこもるケースが急
増、今では就労経験者の方が多い

▪現在では、ひきこもりの半数が４０歳以上

▪一般のどんな家庭でも,引きこもりは発生する可能性あり



「社会的ひきこもり」の定義

▪精神障害（たとえば、統合失調症でコミュニケーションがとれないなど）が、ひきこもりの第
一の原因とは考えにくいこと

▪ 6カ月以上、自宅にひきこもって社会参加をしない状態が持続すること

⇒「家族以外の人間関係がない」「社会に参加する経路がない」

「外出していないからひきこもり」なのではない

コンビニなどへ、ひとりで外出しているひきこもりもいる

ポイントは「対人関係の有無」

家庭以外に居場所がなく、家族以外の親密な人間関係がないのがひきこもり

「ニート」：もともと経済学用語で、定義上年齢の上限が34歳まで

ニートは「友人と遊びに行く」などの社会参加はするので、ひきこもりとは別

斎藤環『社会的ひきこもり』（PHP新書）



二次的症状

▪対人恐怖：通常の“社交不安”とは異なり、「他者によくない印象を与
えるのではないか」という葛藤が、より強い不安を喚起

たとえば、

▪自己臭（自分の身体から臭いが出ていて人から避けられる）、

▪自己視線恐怖（自分の視線がきつすぎるので他者を傷つけてしまうの
ではないか）

▪醜形恐怖（自分の顔や身体が醜いので人から避けられる）



二次的症状

▪被害妄想（他者に悪く思われているに違いないという確信）

▪自分は話題が乏しいので,相手を白けさせてしまう、または、雰囲気を壊
してしまうのではないか

▪強迫神経症：「ドアの鍵を締めたか気になって何度も確認してしまう」と
か、「少しでも汚いものに触れたと感ずると、何度も手洗いを繰り返さな
いと気がすまない」

▪抑うつ症状や不眠、自殺念慮、摂食障害、心身症状、心気症状



関水徹平・立正大准教授（社会学）

▪引きこもりの原因は，無気力や怠けで
はない
▪「働いていない自分には価値がない」な
どと自分を責め続け、傷つき続け、死を
考えるほど思い詰める当事者たちの自
己否定感にさいなまれているのが引きこ
もりの原因



引きこもりが原因の、負のスパイラル

▪子どもがひきこもる

▪家族の不安と焦燥感の高まり

▪家族による説教や叱咤激励（家族が刺激を与え,動かそうとする）

▪本人にとってはプレッシャーとなり、ストレスを与えるだけで活動を始めるきっ
かけにはならない

▪むしろ引きこもりが深まっていく

▪家族はますます焦りを感じる 不毛と知りつつも叱咤激励を繰り返す

▪家族からの一方的刺激は、一方的であるだけにコミュニケーションになって
いない



カリタス小学校と農水省事件の共通点は8050問題

異なる点は、引きこもっていた者が

カリタス小学校事件では加害者

農水省元事務次官事件では被害者



カリタス小学校事件の容疑者のバックグラウンド

▪岩崎容疑者は生まれて間もなく両親が離婚し、祖母と伯父夫婦
のもとで暮らす

▪小学６年生のころから不登校、中学はほとんど通学していない

▪このころには家庭内で暴れることもあった

▪中学を出た後、職業訓練校に通い、自動車整備士になったが長
くは続かなかったり、中学卒業以降、アイスクリーム製造など複数
の工場やマージャン店でアルバイトをしていた時期があった

▪しかし、事件前は長期間就労しておらず、伯父夫婦から小遣いを
もらうこともあった。

▪叔父夫婦の子ども二人はカリタス学院を卒業





容疑者 51歳

携帯電話ももたず、
中学卒業後の写真は1枚もない



カリタス小学校事件 容疑者と叔父夫婦の最近のやりとり

▪ 市精神保健福祉センターによると、岩崎容疑者は長期間に
わたって就労せず、伯父や伯母ともほとんど会話がない状態

▪、伯父や伯母が食事を用意したり、小遣いを与えたりしたことも
あり、険悪な状態ではなかった。

▪長期間、言葉を交わすこともないので、昨年１１月、川崎市
が、コミュニケーションの手段として手紙を書くことを提案

▪伯母が今年１月、岩崎容疑者に手紙

▪ 「自立してはどうか」の趣旨の手紙を２度受け取った岩崎容
疑者は、「自立しているじゃないか」といきり立ち、手紙はビリビリ
に破られた状態で、家の中に残されていた



ひきこもりに見られる特性

▪平均引きこもり期間 3年3ヶ月

▪最初のひきこもりは15.5歳、不登校経験者が68．8％

▪両親ともに高学歴で、中流以上の家庭

▪家族や親戚など周囲に優秀で勤勉な人がいることが、本人の負担

▪仕事熱心だが、養育に無関心な父と、過敏で過干渉気味の母親

▪女性よりも男性に多く、長男の比率が高い

▪自分の家に他人が入ることを極端に嫌う



カリタス小学校を襲った原因は？

▪ 川崎市は２９日、岩崎容疑者の伯父や伯母ら
親族から計１４回にわたって相談を受けていた。

▪同居していた高齢の伯父や伯母と岩崎容疑者は
ほとんど会話がなく、自宅に介護サービスが入った場
合に、岩崎容疑者がどう反応するかを心配。

▪ 相談の結果、昨年６月から訪問看護などのサー
ビスを開始。スタッフが家に出入りするようになる



カリタス小学校の児童が襲われた犯行のきっかけ

▪カリタス小学校のスクールバスの隊列が襲われた
ことに関して、叔父夫婦に対する看護職員が家
の中に入ったことが、犯行のトリガーかも知れない

⇒ひきこもりが最も嫌うのは,家の中に他人が入
ること

ただし，引きこもりの本人が罪を犯した例はほとん
どない



さて、農水省元事務次官による殺人事件の原因は

農水省の元事務次官の事件では、被害
者となった息子が引きこもり



元農水相事務次官による実子殺人 息子のツイッター



元農水相事務次官による実子殺人 息子のツイッター



元農水相事務次官による実子殺人 息子のツイッター



元農水相事務次官による実子殺人 息子のツイッター



取材に対する被害者のツイッターへのコメント

▪父親は国家公務員上級職 同期採用の中でもひとりしかなれない事務
次官まで到達

▪自慢したい父親→父を称えることで、間接的に自分を高めるためのツイッ
ター

▪一方で、本人は中学生の頃から家庭内暴力

▪現在、44歳で引きこもり中

▪自分がこうなったのは、自分のせいではない→誰かのせいにしないと気が
済まない

→母親に責任を押しかぶせるような書き込み



普段から度重なる家庭内暴力
自宅に隣接する小学校の運動会

「うるさい、ぶっ殺す」
の言葉に、カリタス小学校の児
童が襲われたのと同じような事
件を息子が起こすのではないか
と危惧

父親が息子を殺害事件から2日になって判明したこと（6月3日、23時の記事）



常磐道あおり運転



事件概要

▪容疑者は8月１０日午前６時１５分ごろ、守谷市大柏の常磐道上り線の守谷
サービスエリア付近で、追い越し車線を走っていた会社員男性（２４）の乗用車
を後方からあおった。その後、前に割り込んで走行車線に無理やり停車させた上で
車を降り、「降りてこいや。殺すぞ」などと怒鳴りつけ、運転席の窓から右拳で男性
の顔面を５回ほど殴って顔面や手に打撲などのけがを負わせた

▪ 男性は現場で１１０番通報し、１１日に被害届を提出。県警がドライブレコー
ダーの記録を入手し、傷害と道路交通法違反（車間距離不保持など）容疑で
捜査。容疑者が乗っていた車は、神奈川県内のディーラーから代車として貸し出さ
れたもので、県警は１５日、ディーラーから車を押収していた。

▪ また、７月２３日午前、静岡県と愛知県でも、あおり運転や前方への割り込み
後に急ブレーキをかけるなどの被害に遭ったとして、１１０番通報があった。両県
警がドライブレコーダーの記録などを調べた結果、容疑者が乗っていた代車のナン
バーと一致。茨城、静岡、愛知の３県警が連携して捜査している。





自己愛性パーソナリティ障害

▪経済力、学歴、才能、芸術性、容姿、ファッションといった形でも現れ、見栄えの良
い仕事、注目をひく格好、希少価値の高い持ち物を持つ、美容整形を繰り返す、
誰も知らない知識を持とうとするなどで、自己を補おうとする。「天才」「一流」という
言葉を好み、自分の自慢話をしたがる

▪自分は特別な才能や能力を持っている人間だと思い込み、それに伴った傲慢な行
動や発言をする

▪有名人や権威のある人との関係を親友のように身近な人として話す（ステータスや
社会的地位の高い人と知り合い＝自分は特別だという裏づけ）

▪自分を賞賛してくれる取り巻きを求め、その頂点に君臨したがる

▪他人からの評価に過敏で傷つきやすい 他人からの非難は一切,許さず、非難され
ると、激しく怒り反撃する



男性容疑者に認められる「自己愛性パーソナル障害の兆候」

▪自己愛が強く、プライドが高くて、周囲からは羨ましがられたいという願望
⇒高級車を乗り回すことに象徴

▪一方で、社会に出たあとは、さほどの成功体験もない。

▪そのことを、自分の能力や努力不足の結果に帰することなく、自分を高く
評価しない社会が悪い(他責的、他罰的)と決めつけ

▪つねに、自分は悪くはなく、すべての原因を他者に帰属させるので、あお
り運転を自分がしたとしても、それは相手が悪いからだといって、他者を
大声で叱責したり、暴力で威嚇することにより、満足を得ている。

▪結果的に、容疑者には何かを成し遂げる実力もなく、自信もないことを、
かえって露呈。



女性容疑者からみた魅力

▪不動産経営で資金潤沢

▪いい車に乗っている

▪遊ぶ時間もある

▪年下である



二人を結びつけるキーワード

▪共依存



女性容疑者の行動は、共依存から生じる

▪常磐道の事件の際，女は，先に車を降り
て、ガラケーで撮影

▪悪いのは相手であるので、携帯で車を撮影
して証拠を残すための行動

▪先行して行動し、後押し

▪相手に正しいことをしていると思わせる



喜本容疑者と宮崎容疑者を結ぶキーワード⇒共依存

▪お互いがお互いの存在なし
に生きていけない関係



現代の共依存 ダメンズに尽くす女

▪駄目な相手の男の面倒を見
るうちに、面倒を見ている自
分に存在価値を見いだし、安
心感や満足感を得る



では、引きこもりの場合の共依存がもたらすものは



引きこもりの場合の共依存

▪母親と共依存の関係にあると、引きこもりの
本人は他人との関わりを完全に嫌い、拒否

▪その拒否があまりにも激しいので、本人の言
いなりになってしまう母親も多い



共依存 ひきこもり者と母親の関係

▪引きこもりの子どもの面倒を見ている母親は、

そこに自分の存在感を見いだす

▪共依存は、治療を困難にする

ひきこもりの本人は,治療のための他者介入をひどく嫌がる

⇒自分のことを無関係な他人に話されるのが嫌。

親が病院に行こうとすると、暴れる場合もあり、

母親は共依存によって、病院に行くのをやめてしまう



千里山交番けん銃強奪事件



千里山交番襲撃事件経緯

6月16日

午前5時28分 阪急千里線 関大前駅公衆電話から、

「空き巣に入られ、室内が荒らされている」と110番通報

警察官2名が交番から，”被害者宅“へ向かう

“被害者宅”は、実在する家だが

容疑者の高校時代の友人の家で

実際は空き巣には入られていない、

警察官をおびき出す「偽の電話」

午前5時35分 もうひとりが交番を出ようとした時点で、

刃物で刺して、けん銃を奪い逃走



けん銃強奪後の行動

午前9：00頃 イオン北千里で着替えの衣服購入

9：40 ローソン箕面今宮3丁目店 靴を捨てる

9：44 コーナン箕面今宮店 虫除け剤購入

10：57 ローソン箕面外院丁目店 充電器購入

17日 6：34 箕面山中で容疑者の身柄拘束

犯行はひじょうに計画的で入念に準備
しかし、犯行後はいきあたりばったりで

行き止まりで山ごもりするつもり？
けん銃を使って次の事件を起こす気がない

⇒けん銃を奪うことが目的？



交番の入り口に設置された防犯カメラに写った容疑者を警察が公開
⇒父親が通報し、犯人を特定



農水省 元事務次官の殺人事件とつながる部分

▪農水省事件

父親が事務次官

（父親は、息子の小学生殺人を止めるために殺害）

▪千里山交番事件

父親は関西テレビ常務

（父親は今回の事件の通報者で事件の幕引き役）

2つの事件に共通するのは、父親がエリートで息子は挫折

父親が犯行をやめさせる、もしくは逮捕への協力した点で共通



中学時代は野球部で活躍、学業も優秀で
あったが、その後、友達とも疎遠

今回は
屈強な警察官から、けん銃を奪うことで

勇気ある自己の存在証明

千里山交番襲撃の目的



京都アニメーション事件



京都アニメーション事件



京アニ 放火事件概要

7月18日、午前10時35分頃、京都市伏見区の「京都アニ
メーション」の第１スタジオの出入り口から、男が侵入。
「死ね！」と叫んだあと、ガソリンを１階にまいて火を

つけると、「ドーン」という爆発音とともに炎が立ち上り、
周囲は黒煙に包まれた。

1階で3名死亡、
2階で12名、
3階で19名
1週間後にさらに1名死亡

計35名死亡、重軽傷34名（無事6名）



こういう事件が起きると

多くの報道では

「なんでそんなことをしたか、容疑者には詳しく語って
もらわねばならない」

↓
つまり、「35人もの人を殺すというからには，それだ

けの強い動機があったのに違いない

動機の解明が，今後の捜査の焦点になる・・・」



では、犯行動機は？

これらのことを聞いて、35人を殺した動機
として、納得がいきますか？



今回の事件で多くの報道では、

35人が死亡したという結果の重大性から、

その深刻さに見合うような動機を知りたいと考えるの
は、そもそもおかしい

なぜなら、

事件が重大であろうとなかろうと

犯罪者の考えることは身勝手な論理、

一般市民が納得できるような

35人殺しの正当な原因、理由など

あるはずがない



玄関付近にガソリンをまく
1階から3階まで吹き抜けのらせん階段
揮発性の高いガソリン
爆燃現象

煙が充満
最上階の3階で死者が最も多い

35人もの人がなくなった，本当の理由
は建物の構造⇒玄関付近に螺旋階段
容疑者の強い動機付けのためではない



京アニ事件の特異性

放火事件の多くは深夜の発生で、寝静まっている時間のため多くの死
者が出ることがある

ところが、今回は午前中の火事である点が特異

なぜ、午前中か

↓

京アニのスタッフ全員が稼働中であること、

その象徴である第1スタジオを

ワンパックにして、この世からの抹殺が目的



犯行スクリプトに照らし合わせて

うまくいったこと

1 玄関付近にらせん階段があったこと

2 当日、来客があるため出入り口のセキュリティが解除

予想外であったこと

床に巻いた際に飛び散ったガソリンが衣服にもつき、着火したこ
とで、自分もやけどし、逃走を途中で諦めるほどの怪我をしたこと
→この点でも無差別大量殺人の拡大自殺と異なり、逃走の意
思は十分にあったと、考えられる



犯行はきわめて緻密で計画的

▪ガソリンを購入するために、予め携行缶を購入

▪さらに、スタジオに入る前にバケツを準備して、ガ
ソリン散布をしやすくする

▪ガソリンの入った携行缶、バケツなどを台車を購
入してスタジオまで運んでいる



京都アニメーションを犯行対象として選んだ理由

▪京アニは、地方にあるスタジオとしては世界的に
有名な作品を手がけており、成功の象徴で、憧
れと賞賛の的

▪京アニの破壊は社会的に大きな衝撃を与え、
人々を悲しみのどん底に突き落とすことができる

▪京アニのスタジオをこの世から消滅させることで、
恵まれない自分の人生の鬱憤晴らし



京アニ事件も、カリタス小学校事件が誘発か

▪「恵まれない自分の人生は社会が悪いから」、社
会への復讐が動機という点で共通？

▪ただし、カリタス小学校では容疑者はその場で自
殺、一方京アニ事件は容疑者は逃走しており、
拡大自殺ではない

▪京アニ事件はさらに、本社や第2スタジオを襲撃
するつもりだったか？



まとめ

農水省元次官事件
カリタス学院スクールバス事件

（拡大自殺）
8050問題

京アニ放火 大量殺人常磐道あおり運転

千里山交番けん銃強奪

共依存

幸福の象徴の破壊父親がエリートで
息子は挫折

父親が事件の
幕引き役

「恵まれない自分の人
生は社会が悪いから」、
社会への復讐が動機

自己愛が強く、他責的、他罰的
カリタス小学校、千里山交番、京アニの３事件は犯行がきわめて入念に計画されたものであることも共通



結論

• 犯罪者の犯行動機は自己中心的、身勝手、短絡的
で、一般市民が納得できるようなものではない

• 全般に、自己愛が強く、自分が今のような境遇に
置かれているのは,自分の能力や努力不足のためと
考えず、社会が悪いと思い続けている

• そこで、社会に復讐するために、世の中の人が注
目し、恐怖感を抱くようなことを企てて実行する


