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第1章

序論―本研究における問題の所在

2

第1節

はじめに

2005 年に新しい処遇法である「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」
が成立し，「受刑者の処遇は，その者の資質及び環境に応じ，その自覚に訴え，
改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨とし
て行う(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第 30 条)」と明記され，
刑事施設において受刑者の更生と社会復帰のための様々な改善指導が実施され
るようになっている。特に薬物事犯に関しては，再犯率の高さもあり，受刑中
に薬物依存からの回復を図るための薬物依存離脱指導が広く実施されているが，
アルコールの問題を有する受刑者に対する教育プログラムは薬物と比較すると
実施している施設が限られている。
諸外国においては，すでにアルコールと犯罪の関連について実証されつつあ
り，アルコールの問題を有する犯罪者に対する有効な介入方法の検証が進みつ
つある。しかし，これらは日本の司法制度との違いもあり，治療プログラムを
受講するタイミングやプロセスが異なっている。元(2011)は，アルコール依存
症者の医療と犯罪をめぐる諸問題として，日本においては，酩酊状態で行われ
た犯罪に対して，アルコール依存症治療という対応がとられることはほとんど
ないと指摘している。日本は，諸外国に比べアルコールに対して寛容な文化で
あることは知られているが，飲酒は健康面のみならず，交通事故，一気飲み，
暴力，犯罪，虐待，自殺など多くの社会問題と関連があり，社会的損失も膨大
である。日本におけるアルコール依存症推計数は 107 万人と報告されている(樋
口ら，2015)。
2013 年に成立したアルコール健康障害対策基本法において，「国及び地方公
共団体は，アルコール健康障害に関連して飲酒運転，暴力行為，虐待，自殺未
遂等をした者に対し，その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコ
ール健康障害に関する指導，助言，支援等を推進するために必要な施策を講ず
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るものとする」とされ，同年に，閣議決定された「世界一安全な日本」創造戦
略では，暴力等の問題性が大きい対象者への指導及び支援の充実強化として，
刑事施設におけるアルコールに係る問題を抱えた者に対する指導の強化が明記
され，2016 年より全国の刑務所でアルコールの問題に焦点をあてた教育プログ
ラムの実施が始まっており，その効果に関する報告が待たれる。
本研究では，官民協働刑務所で実施されているアルコールの問題に焦点を当
てた教育の受講者の特徴やプログラムの効果，アルコールの問題を有する初入
男性受刑者の再入状況や，プログラム受講前後における再飲酒リスクの変化と
再入の関係について検討し，刑事施設で行われているアルコールに係る問題を
抱えている受刑者に対する効果的な指導の在り方について考察した。

第2節

日本における飲酒の問題を有する受刑者の実態

法務総合研究所(2011)の報告によると，1440 人の受刑者を対象に行った実
態調査において，刑事施設に収容される前に，普段どのくらいの頻度で飲酒し
ていたかという問いに対する回答の結果，受刑者のうち，
「まったく飲まない」
と回答した者(以下，非飲酒受刑者という)は，16.4%であり，「週に 1～2 回程
度」が 16.6%,「週に 3～4 回程度」が 16.7%，「ほとんど毎日」が，29.7%であ
り，男性受刑者飲酒率と一般成人男子のデータを比較したところ，飲酒率に関
しては近似した比率であったと報告している。
一方，普段の 1 回の飲酒量に関しては，普段 20 単位(日本酒に換算して 1 升)
以上を飲酒する者が，15.9％，10 単位以上 20 単位未満(5 合以上 1 升未満)が
23.9%，6 単位以上 10 単位未満(3 合以上 5 合未満)が 21.7%を占めており，こ
れらを合わせると，6 単位(３合)以上飲酒する者が，61.5％を上回っており，飲
酒経験受刑者のうち，「ほとんど毎日」飲酒する者で普段 1 回の飲酒量が 10 単
位(5 合)以上である者は，19.8%を占めていることが明らかになった。つまり，
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飲酒の有無や頻度については，一般成人男子と大差ないと思われるが，普段飲
酒する量が多い者の構成比が一般成人男性に比べ顕著に高く，飲みだしたら止
まらないといった飲酒行動のコントロールに問題がある者の多さが示されてい
る。
また，飲酒パターン別に犯罪歴を見ると，多量飲酒者 1は，前科数や刑事施設
入所歴が多い傾向にあることから，多量飲酒が犯罪と関連していることは明ら
かであると指摘している。
なお，事犯別では，「交通事犯者」は，全般的に受刑者全体と比べると，犯
罪傾向が進んでおらず，生活の崩れが生ずるまでに飲酒の問題を抱えている者
も多くない。しかし，「飲酒交通事犯者」は，多量飲酒者が 4 割近くを占め，
飲酒運転を繰り返している者が多く，また，直近の前科が飲酒関連の交通事犯
であった者の比率が 4 割近くを占めるなど，飲酒関連の交通事犯を繰り返しや
すい傾向が認められている。
次に，「粗暴事犯者」も，全般的に，受刑者全体と比べ，多量飲酒者の構成
比に大差はなく，生活の崩れが生ずるまでに飲酒の問題を抱えている者は多く
ないが，刑事施設に入所する前の 1 年間に 20 単位(10 合以上)の大量飲酒をし
たことがある者が過半数を占めるなど，飲酒行動に抑制が利きにくい者が多い
傾向が報告されている。また，「飲酒粗暴事犯者」は，多量飲酒が 4 割を超え，
「非飲酒粗暴事犯者」と比較しても，粗暴事犯を繰り返しやすい傾向が示され
ている。

注 1)多量飲酒をどのように定義するかについては，様々な考え方があるところだが，法務総合研究所の
定義では，飲酒量と飲酒頻度をかけ合わせた QF 法(quantity and frequency method)により飲酒パター
ンを分類した結果，ほぼ毎日 6 単位以上(１単位を純アルコール 12ｇ)を飲酒する者を「多量飲酒者」と
定義している。
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なお，「窃盗等事犯」については，問題飲酒による生活困窮があって窃盗等
の犯行に及んだと認められる「生活困窮窃盗等事犯者」では，多量飲酒者が 5
割近くを占め，最近 1 年間に 20 単位(10 合以上)の大量飲酒を経験したことが
ある者が過半数を占めるなど，飲酒行動に抑制が利きにくいと報告されている。
また，窃盗等以外の犯罪の経験率は高くないが，窃盗等を繰り返す傾向が「窃
盗等事犯者」全体と比べてより強いことが示されている。「生活困窮窃盗等事
犯者」については，40 歳以上の者が約 8 割を占めるなど，年齢層の高い者の構
成比が高く，飲酒の継続により，飲酒の問題が深刻化して生活に困窮する者が
少なくないと報告されている。

第3節
1.

日本の刑事施設における教育プログラムについて

日本の刑事施設における教育プログラム
2005 年に新しい処遇法である「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」

が成立し，約 100 年間改正されていなかった「監獄法」から，新しい法律に改
正された。「受刑者の処遇は，その者の資質及び環境に応じ，その自覚に訴え，
改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨とし
て行う(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第 30 条)」と明記され，
受刑者を対象とした教育プログラムに関しては，
「刑事施設の長は，受刑者に対
し，犯罪の責任を自覚させ，健康な心理を培わせ，並びに社会生活に適応する
のに必要な知識及び生活態度を習得させるために必要な指導を行うものとする。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第 103 条)」と示され，刑事
施設における受刑者の更生と社会復帰のための様々な改善指導が実施されてい
る。
改善指導には，2 種類あり，特別改善指導と一般改善指導に分けられる。特
別改善指導とは，交通事犯・薬物事犯・性犯罪・被害者が死亡または重症，重
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大な後遺症が残った事犯等，罪名に応じ，受刑中に必ず改善指導を受講するこ
とが課せられている改善指導である。一方，一般改善指導は，特別改善指導以
外の事犯(窃盗，詐欺，暴力等)や犯罪に影響を与えたと考えられる本人の特性に
応じた内容(飲酒，ギャンブル，コミュニケーションスキル等)であり，受講の必
要性に応じて選択的に課される改善指導であり，アルコールに焦点を当てたプ
ログラムは，一般改善指導のひとつとして実施されている。

2.

日本の刑事施設におけるアルコールに焦点を当てた教育プログラム

(1)

刑事施設における酒害教育の概要

2016 年に「アルコール依存回復プログラム」(法務省，2016)が開始されるま
で，全国的に統一された標準的な指導プログラムが存在しておらず，各刑務所
は，自庁で作成したプログラムを実施しており，受講対象者やスクリーニング
の方法，受講形態やプログラム内容は，まちまちであった(法務総合研究所，
2011)。そうした状況から，アルコール依存回復プログラムが作成され，運用が
開始されている。
国が実施しているプログラムの対象者は，交通安全指導対象者(被害者の生命
や身体に重大な影響を与える交通事故を起こした者や重大な交通事犯を反復し
た者)のうち，飲酒による交通事犯者でアルコール依存回復プログラムを受講さ
せることが交通安全指導の目標を達成する上で効果的であると認められる者，
非交通安全指導対象者のうち，飲酒の問題が本件や本人の心身の健康に影響を
与えていると認められる者で，かつ，アルコール依存回復プログラムを受講さ
せることにより規則正しい生活習慣，健全なものの見方や考え方が身につくこ
とが期待されるとともに，心身の健康の増進に効果的であると認められる者で
ある(法務省，2016)。実施形式は，1 単元おおむね 60 分から 90 分，全 12 単
元，おおむね 3 か月から 6 か月の期間で実施され，指導形式は認知行動療法に
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基づき，グループワークの手法を用いている。指導者は，国の職員の他，アル
コール依存に係る民間自助団体等の協力も得ながら実施されている。プログラ
ム内容は以下のとおりであり(表 1-1)，断酒を目的とし，断酒するための具体的
なスキルや断酒を継続していくためのスキル(リラプス防止スキル)を学ぶこと
に焦点をあてる内容となっている。この様に，全国的に統一され標準化された
プログラムが開始されているものの，そうした取り組みの効果に関して公に報
告はなされていない。
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表 1-1

刑事施設における標準化されたアルコール依存回復プログラムの内容

単元

内容

1 オリエンテーション

プログラムの目的とルールを理解し，全体の流れをつか
む。

2 サイクルを止める

飲酒のサイクルについて認識を深め，断酒を実現するた
めの方法について知る。

3 外的引き金

外的引き金の知識を身に付け，自分の外的引き金は何
かを知り，回避する方法を学ぶ。

4 内的引き金

内的引き金の知識を身に付け，自分の内的引き金は何
かを知り，回避する方法を学ぶ。

5 断酒生活

断酒生活の経過イメージと各過程に生じる心身の特徴的
な状態を理解する。

6 再飲酒の兆候(1)

再飲酒の兆候の知識を身に付け，自分の思考的兆候は
何かを知り，対処方法を学ぶ。

7 再飲酒の兆候(2)

自分の行動的兆候は何かを知り，対処方法を学ぶ。

8 ストレスへの対処法

ストレスと再飲酒の関係を理解し，自分のストレスの受け
止め方の幅を広げる。

9 スケジュール

断酒生活の実現に向けたスケジュールを立てる。断酒生
活を続ける心構えをつくる。

10 断酒生活の維持(1)

断酒生活を維持するための要点を整理し，今後の人間
関係について見直す。

11 断酒生活の維持(2)

断酒生活を維持する対人関係の問題点について理解
し，飲酒を断る対処方法や飲酒問題の解決方法を学ぶ。

12 まとめ

これまで学習した対処方法などを整理し，断酒生活を実
現させるための心構えを確立する。

法務省矯正局：法務省矯正局配布資料. 「刑事施設におけるアルコール依存回復プログ
ラム」(H27 現在)資料 3 より抜粋 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12205250Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kokoronokenkoushienshitsu/s_44.pdf
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(2)
①

官民協働刑務所におけるアルコールに焦点を当てた教育プログラム
官民協働刑務所設立の経緯

官民協働刑務所とは，PFI 手法に基づき，刑務所の整備・運営事業を実施し
たものであり，全国に 4 施設ある。
PFI とは，公共事業を実施するための手法のひとつであり，民間の資金と経
営能力・技術力(ノウハウ)を活用し，公共事業等の設計・建設・改修・更新や維
持管理・運営を行う公共事業の手法である。正式名称を，Private-FinanceInitiative(プライベート・ファイナンス・イニシアチブ)といい，頭文字をとっ
て PFI と呼ばれる。PFI は、1990 年代前半に英国で生まれ，官民が協同して，
効率的かつ効果的に質の高い公共サービス提供を実現するという PPP(PublicPrivate-Partnership：官民の連携)の概念が由来である。わが国では，2001 年
7 月に PFI 法が制定され，，2002 年 3 月に PFI 事業の実施に関する基本方針が
告示された。
我が国の刑務所への PFI 導入の経緯は，平成 4 年には，4 万人台であった被
収容者数が，平成 18 年には 8 万人台に及ぶなど，被収容者数が著しく増加し，
ほとんどの施設では，収容人員が収容定員を上回る過剰収容状態となり，刑務
所における，平成 17 年度末の収容率が 116%を超えたことがある。そのため，
受刑者に対する適正な刑の施行と改善更生のための処遇が極めて困難な状態と
なり，過剰収容状態とそれに伴う処遇環境の悪化等を速やかに解消し，適正な
収容状態を確保することを目的に PFI 手法による刑務所の整備・運営事業が実
施された(法務省，2006)。
PFI 刑務所の 4 つのうちのひとつである A センターは，2007 年に開設され
た。センター収容対象者は，①受刑が初めての男性，②26 歳以上，③犯罪傾向
が進んでいない，④刑の執行期間がおおむね 1 年以上 8 年未満，⑤日本国籍を
有しているか，⑥日本国内で長期間の生活経験を有している，⑦集団生活に順
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応できる，⑧心身に著しい障害がない者である。また，精神疾患・知的障害を
有する者の社会適応のための訓練をする特化ユニットが設置されている。

②

A センターにおける飲酒問題指導
A センターでは，国が実施する統一的で標準化されたプログラムとは別に，

受刑者の特性に応じたセンター独自のプログラムが用意されており，アルコー
ルの問題を有する受刑者を対象とした飲酒問題指導は，2008 年より実施されて
いる。飲酒問題指導は，認知行動療法の手法を取り入れたプログラムであるメ
インプログラムと，自助グループの手法を用いたミーティング形式のプログラ
ムであるメンテナンスプログラムから構成されている。受講対象者は，受刑中
の適切なタイミングでメインプログラムを受講し，受講修了者のうち希望する
者は，出所時までメンテナンスプログラムを受講するシステムとなっている。
メインプログラムの教育内容は，アルコール依存症に対する基本的な疾病教
育と不適切な飲酒行動に対する適切な対処法の検討が主な内容である。プログ
ラムの概要は，表 1-2 に示す。指導形態は，1 クール 8 名から 10 名で構成され
るグループワークであり全 12 回となっている。
プログラム実施者は，社会福祉士・作業療法士・公認心理師・臨床心理士・
精神保健福祉士の資格を持つ民間職員であり，病院や他の矯正施設での勤務
経歴のある者が多い。1 クール(全 12 回)につき，2 名の職員がリーダー・コ
リーダーとして担当している。藤田ら(2017)は，官民協働刑務所である A セ
ンターで実施されているアルコールの問題に焦点を当てたプログラムについ
て紹介した上で，能力の違いや年齢の高低によりプログラム前後におけるア
ルコール再飲酒リスク評価尺度（ARRS）の得点の平均の違いについて検討
している。プログラム受講により，年齢別では，年齢低群の方が年齢高群に
比べ，アルコールに対する衝動性が高いが，プログラムを受講することによ
11

ってアルコールに対する衝動性が低下すること，ＩＱ相当値別では，IQ 相当
値低群の方が高群に比べ，アルコールに対する衝動性が高いが，教育プログ
ラムを受講することによってアルコールに対する衝動性が低下することを示
した。しかし，対照群を用いた比較研究ではないことから，プログラム前後
の変化が受講による変化なのか，時間的経過による変化なのか検討すること
ができていない点を課題として挙げている。
なお，メンテナンスプログラムは，飲酒問題指導のメインプログラムを受講
済の対象者に対して行われている自助グループの手法を用いたミーティング形
式のプログラムである。受講者は月１回（1 回は，60 分から 90 分），出所時ま
でプログラムを受講する。プログラムには，毎回，自助グループのひとつであ
る AA(Alcoholic Anonymous)より 2～3 名のメッセンジャーが参加し，司会進
行役を務め，テーマに沿って参加者が自らの経験や考えを語ることが主な内容
である。

3.

諸外国の司法矯正プログラムと日本の司法矯正プログラムの違いについて
WHO の調査(2006)によれば，アメリカでは暴力事件の 35%が酩酊下で行わ

れ，イギリスでは暴力事件の半数，ロシアでの調査でも殺人事件の 4 分の 3 で
加害者が酩酊していたと報告されている。中でもリスクとなるのが，個人的要
因では，男性，若年者，頻回・大量飲酒者，環境要因では，週末・夜・混雑し
ていて泥酔者の多い店，一人当たりのアルコールの消費量などである。各国の
飲酒消費量については，WHO(2018)の報告では，上位にはヨーロッパ諸国が並
んでおり，日本は，下位である。日本人は，アルコールに弱い遺伝子あるいは，
アルコール依存症になりにくい遺伝子を持った人が多いことは知られており，
ヨーロッパ諸国に比べ飲酒量は少ない (麻生，2015)。ヨーロッパ諸国に関して
は，飲酒量が多ければ，それだけ問題も大きくなり，アルコール対策が進むと
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いう面があり，専売制や高い酒税，提供店舗の制限や年齢確認や罰則など厳し
い規制が実施されている。
また，アルコールと犯罪の関連について，WHO(2014)の報告では，特に暴力
犯罪は全てのヨーロッパの国で強く証明されおり，アルコール関連の犯罪には
膨大な費用が掛かると報告されている。そして，アルコール関連の問題への介
入には，タイプ別に効果的な介入を行う必要があると指摘しており，危険な飲
み方には，ブリーフ・インターベンション（早期介入による短期間での減酒支
援）がエビデンスに基づいた最も有効性が確認された介入方法であると報告し
ている。また，より有害で依存的な飲み方には認知行動的アプローチが有効で
あると報告している。しかし，ブリーフ・インターベンションについては，効
果が持続するような方法の検討が必要と指摘されており(Stein,2010)，認知行
動的アプローチについては，実証研究の不足(Parkes,2011)が指摘されている。
その理由として，治療プログラムが始まる前に適切な比較グループの確立が不
足していることや，介入前後の物質使用と再犯の両方に関するデータの収集不
足が指摘されている。
他方，アルコールの問題を抱える犯罪者に対する処遇に関して諸外国では，
罰金刑や懲役刑の代わりに社会内処遇のひとつとして，アルコールに関するプ
ログラム受講を義務付けられる場合が多い。
イギリスの裁判所はアルコールの乱用や依存している犯罪者に対して，対象
者の同意のもと社会的命令の一つとしてアルコール治療プログラム参加の義務
を負わせ，判決を延期する権限を持っている。Needham，Gummerum，Mandeville，
Rakestrow，Mewse，Barnes ＆ Hanoch(2015)は，イギリスの南西地区における男

性犯罪者ら 564 人を対象とし，認知行動療法に基づいた密度の違う 3 つのグル
ープワークを受講した 3 群と受講しなかった 1 群の計 4 群の再犯率を検討した
ところ，3 つのプログラムのうちいずれか 1 つを受講した者に比べて，プログ
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ラムを受講しなかった者の再犯率は 2.5 倍であったと報告している。
また，オーストラリアのニューサウスウェールズでは，飲酒運転事犯者の再
犯率の減少を目的とし，過去 5 年間に 2 回以上の飲酒運転で有罪判決を受けた
ことのある再犯者を対象として，罰金刑や運転免許取消処分等を補完する参加
が強制されたソーバー・ドライバープログラムを実施しており，受講修了者と
未受講者を比較した結果，プログラム受講者の再犯は減り，5 年半以内の再犯
率が 15%であったと報告している(Evalynn，Daya，&Scott，2011)。
また，Donavan，Dennis，Salzberg，Philip，Chaney，Edmund，Queisser，
Henne ＆ Marlatt(1990)は， 初犯の飲酒運転事犯(driving under the influen
ce，以下 DUI と記す)の者を対象とした大規模調査で，4 セッションの認知行動
療法(Cognitive Behavioral Therapy)に基づいたアルコールスキルトレーニン
グ群(以下 CBT 群と記す)と酒害(飲酒によりもたらされるネガティブな結果)に
ついての教育と運転に関する教育を受けた群と統制群の 3 群において，12 カ月
後のフォローアップで，CBT 群が他のグループに比べ有意に飲酒の減少が見ら
れたと報告している。また，3 年後の追跡調査では，有意差はないものの CBT
群は，他の 2 つの群と比べ DUI エピソードが少なくなったと報告している。
森田(2010)は，諸外国の報告をもとに飲酒運転者に関する介入モデルを示し
ている(表 2)。森田によると，司法モデルでは，人間は合理的な行動をとれるも
のとして，飲酒運転がよくない結果に結びつくと知ることでこれをやめると考
えることを前提とするが，それのみでは飲酒行動や飲酒時の運転行動を変えら
れない人がおり，諸外国では，依存症治療機関や自助グループを活用して断酒
を目指す嗜癖モデルが取り入れられ，飲酒運転事犯を繰り返す，いわゆる反復
DUI には，嗜癖モデルに基づく治療プログラムが主に用いられていると報告し
ている。依存の問題に焦点を当てることが再犯防止の観点からも有効であるこ
とが示唆されている。
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しかし，上述のように，諸外国と本邦では，プログラムを受講するタイミン
グやプロセスが異なっている。諸外国においては，受刑に至る以前に，任意で
あれ，強制であれ，社会内でアルコールの問題に取り組む機会が政策的に取ら
れているのに対して，本邦においては，刑事罰のうち，社会内で更生が期待で
きる場合，執行猶予刑に付されても，保護観察が付かない限り，問題改善のた
めのプログラムや指導を受けることはない。懲役刑で受刑する段階に至り，よ
うやく問題に対応した改善プログラムを受講しているのが現状である。なお，
Fazel ら(2006)の国際的なシステマティックレビューでは，受刑者のアルコー
ル問題の有病率は高く，男性受刑者では 18～30%,女性受刑者の 10%～24%に
アルコールの問題があったことを報告しており，WHO(2014)は，アルコールの
問題を持つ受刑者に介入することは，アルコールの問題及び再犯を減らし，人々
の健康格差に働き掛ける可能性があると述べている。
以上を踏まえ，日本においては，受刑に至り，初めてアルコールの問題に向
き合う犯罪者が多いことが推察され，アルコールの問題を抱える初入受刑者の
特徴を把握した上で，刑務所内で実施されている，アルコールの問題に焦点を
当てたプログラムの効果を検証することは，再犯防止の観点から重要と言える。
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表 1-2

プログラムの概要

1.オリエンテーション／酒にまつわる経験
プログラム全体の流れと目標を確認する。これまでの飲酒にまつわる経験
をグループで共有する。
2.酒を中心とした自分史
これまでの人生を振り返り，アルコールとの出会いやターニングポイント
となった出来事を整理し，今後のアルコールとの付き合い方を検討する。
3.アルコール依存症とは何か？
アルコール依存治療専門病院の医師によるアルコール依存症についての講
話（ＤＶＤ）を視聴するとともに，ＡＵＤＩＴ（2015 年より実施）を用
い，自らのアルコール依存の程度を知る。
4.飲酒行動の引き金・サイクルと対処法①
飲酒に結び付きやすい状況（場所，時，人），考え，気持ちについて整理
させるとともに，対処法について考え，受講者間で検討する。
5. 飲酒行動の引き金・サイクルと対処法②
飲酒に結び付きやすい状況（場所，時，人），考え，気持ちについて整理
させるとともに，対処法について考え，受講者間で検討する。
6. 飲酒行動の引き金・サイクルと対処法②
飲酒に結び付きやすい状況（場所，時，人），考え，気持ちについて整理
させるとともに，対処法について考え，受講者間で検討する。
7.人間関係を紡ぐ①～周囲の人を大切にする
アルコールの問題により傷つけてしまった人との関係修復について検討さ
せるため，当事者の家族のインタビュー（ＤＶＤ）を視聴する。
8.人間関係を紡ぐ②～自分を大切にする
アルコールの問題により自分自身の生活の変化について振り返らせるとと
もに，飲酒せずに過ごすことのメリットとデメリットについて検討させる。
9.酒を飲まずに生活するということ（自助グループ）
アルコホリックアノニマス（ＡＡ）のメンバーを講師として招き，ＡＡに
繋がるまでと繋がってからの生活について経験談を伝えてもらう。
10.ミーティングの体験（自助グループ）
アルコホリックアノニマス（ＡＡ）のメンバーを交え，ＡＡで行われてい
るミーティングを行う。
11.飲酒問題からの回復のために
アルコールの問題からの回復のために活用できる社会資源について説明を
行う。
12.飲酒問題の解決への決意
釈放後の生活の計画と再飲酒に至りそうな状況への対処法について整理す
る。
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表2

飲 酒運 転に対 する 介入モ デル (森田 :2010)
モデル
司法モデル

嗜癖モデル

手法
刑罰・制限

主な目的や特徴
人間は合理的な判断をすることが前提になっている

依存症治療

飲酒行動を変えるための治療的働きかけを行う。自助グループや認知行動療
法，動機付け面接などの手法を用いる。依存症は治ることのない疾病であると
考え断酒を強調する立場（疾病モデル）と，節酒でもいいので取り組みダメージ
を減らせばよいとする立場（ハームリダクションモデル）がある。

リ
ハ
運転教育モデル
心理教育
ビ
リ
モ
＊心理学的な働きかけ
デ
に関するモデル
ル
認知行動療法
・認知行動療法
モデル
・Stage of Change
モデル
社会的モデル

飲酒行動よりも運転に関する良い選択ができることに重みがある。飲酒をして
も運転を行わないまたは，最初から飲酒する場所に行かないなどの自己決定
ができるように援助する。Victim impact panel（飲酒運転の被害者の話を聞く
手法）なども行われる。
飲酒行動あるいは飲酒をしての運転行動に関する認知―感情―行動の分析を
行い，それをもとに認知の変容とともに，スキル訓練を行う。再発防止計画を立
てさせる。

動機付け面接

動機付けの段階（前企図期，企図期，準備期，行動期，維持期）にあわせた働
き掛けを行う。

社会的対策，啓蒙

飲酒や飲酒運転に関する社会的な考えについて変えていく。飲酒の仲間や同
乗者や家族に対しても働きかけていく。
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第２章

実証的検討
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第1節

アルコールの問題を有する初犯男性受刑者の特徴についての実態調査

(研究 1)
1.

目的
アルコールの問題を有する受刑者の実態については，すでに報告されている

が(法務総合研究所，2011)，入所回数による違いについては，年齢と飲酒量の
み報告されている。
日本の再犯率2については，2018 年は，48.8%であり，平成期で最も高くな
っている。また，入所受刑者人員に占める再入者の人員の比率である再入率に
ついて 2018 年は 59.7％であり，入所度数が 2 度以上の者(再入者)が 6 割近く
を占めるとともに，5 度以上の者も 2 割を超えており，再入者の多さが際立っ
ている(法務省，2019)。このため，初入時の特徴を把握することは再入の要因
を検討する上で有用と考え，研究 1 では，アルコールの問題を有する初入男
性受刑者の特徴について分析する。

2.

対象
対象者は，初入男性受刑者が入所する A センターに入所し，2010 年 6 月か

ら 2016 年 3 月までの間にアルコールに焦点を当てたプログラムを受講し，出
所した 151 名を対象とした。

3.

方法

(1)

分析内容

プログラム受講対象者の特徴を検討するため，基本属性(年代，学歴，IQ 相
当値，罪種，本件逮捕時の職業，引受，出所事由，プログラム受講対象者の選
注 2)再犯者とは，刑法犯により検挙された者のうち，前に道路交通法違反を除く犯罪により，検挙された
ことがあり，再び検挙された者を言い，再犯者率は，刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率を言う。
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定事由)についてχ2 検定を実施した。

(2)

分析方法

統計解析には，SPSS Ver22.0 を用い，有意水準は，p<.01,p<.05 で設定し
た。

(3)

倫理的配慮

A センターと筆者の所属機関である筑波大学間で実施方法，データの管理方
法等について協定書を締結した上で，筑波大学医学医療系医の倫理委員会の承
認(通知番号 1149)を得て行った。データは，研究用 ID を振り，匿名化の処理
がなされたデータセットをもとに解析を行っており，調査対象者に不利益が被
らないことを保障した。

4.

結果

(1)

年齢

対象者の出所時の平均年齢は，49.1 歳(SD=11.31)であった。内訳を見ると
20 代が 4 名(2.6%)，30 代が 33 名(21.9%)，40 代が 37 名(24.5%),50 代が 41 名
(27.2％)，60 代が 36 名(23.8％)であった(表 3-1)。

表 3-1

出所時の年代別内訳

20代
4
2.6
‐22.70**
χ ２(4)=29.50,**p<.01,*p<.05
人数
%
標準化残差

年代(n=151)
30代
40代
33
37
21.9
24.5
2.43*
5.89**

20

50代
41
27.2
9.36**

60代
36
23.8
5.03**

(2)

学歴

対象者の最終学歴は，中学卒業が 57 名(37.7%)，高校中退が 31 名(20.5%)
高校卒業が 54 名(35.8%)，大学卒業が 9 名(6.0％)であった(表 3-2)。

表 3-2

学歴別人数内訳

中学卒業
人数
57
%
37.7
標準化残差
14.68**
２
χ (3)=39.91,**p<.01

(3)

学歴別(n=151)
高校中退
高校卒業
31
54
20.5
35.8
‐5.1**
12.4**

大学卒業以上
9
6.0
‐21.83**

IQ 相当値

法務省矯正局監修のもと矯正協会が作成した受刑者を対象とした能力検査
である CAPAS(Correctional Psychological Assessment)により査定を行った。
CAPAS の検査項目は，＋(プラス)記入，線入れ，線つなぎ，連想，誤り探し，
仲間外れ，鏡映弁別，加算置換，図形列の 9 種の下位検査(CAPASⅠ)と国語，
計算，単語，算数応用，一般常識，手順，手段の 7 種の下位検査(CAPASⅡ)か
ら成り立っている。この検査は，作業適性，思考判断，基礎学力，社会的知能
などの測定を目的とし，すでに標準化されている知的水準を測る検査である。
対象者の IQ 相当値は，70 以下が 57 名(37.7%)，70 台が 44 名(29.1%)，80
台が 30 名(19.9%)，90 台が 18 名(11.9%)，100 以上が 2 名(1.3%)であった(表
3-3)。
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表 3-3

IQ 相当値内訳

人数
%
標準化残差

70以下
57
37.7
24.77**

IQ相当値(n=151)
70～79
80～89
44
30
29.1
19.9
‐0.18
12.75**

90～99
18
11.9
‐11.28**

100以上
2
1.3
‐26.06**

χ ２(4)=61.35,**p<.01

(4)

罪種3

対象者の受刑に至った罪種については，窃盗などの非暴力的財産犯が 62 名
(41.1％)，傷害や暴行などの暴力犯が 34 名(22.5%)，強盗等の暴力的財産犯が
15 名(9.9%)，交通事犯者が 14 名(9.3%)，性犯が 7 名(4.6%)，詐欺等の知能犯
が 4 名(2.6%)，薬物事犯が 3 名(2.0%)，その他 12 名(7.9%)となっている。な
お，罪種の分類については，A センター独自の分類方法である。対象者によっ
ては，複数の犯罪により受刑に至っている者がおり，そうした場合は，判決謄
本や専門職の聞き取りの面接による犯罪の経緯や動機の内容を参考にし，主要
な罪種を基に分類した(表 3-4)。

表 3-4

罪別内訳

非暴力的財産犯
人数
62
%
41.1
標準化残差
23.94**
２
χ (7)=147.75,**p<.01,*p<.05

暴力
34
22.5
8.39**

罪種別(n=151)
暴力的財産犯
交通
15
14
9.9
9.3
‐2.17*
2.72**

性
7
4.6
‐6.61**

知能
4
2.6
‐8.27**

薬物
3
2.0
‐8.83**

その他
12
7.9
‐3.83**

注 3)罪種の分類については，A センタ―独自の分類となっている。非暴力的財産犯とは，逮捕時の罪名
が窃盗や占有物離脱横領を示す。暴力とは，暴行・傷害・暴力行為等処罰法違反・器物損壊を示す。暴
力的財産犯は，強盗・恐喝を示す。交通とは，道路交通法違反・自動車運転過失致死・自動車運転過失
傷害・危険運転致傷(飲酒等)・危険運転致死(飲酒等)を示す。性とは，強制わいせつ・強姦致傷・強姦を
示す。知能とは，詐欺・業務上横領を示す。その他とは，銃刀法違反・職業安定法違反・業務上過失致
死・住居侵入を示す。

22

(5)

本件逮捕時の職業

対象者の，本件逮捕時の職業は，無職 101 名(66.9%)，有職 50 名(33.1%)で
あった(表 3-5)。

表 3-5

逮捕時職業内訳

人数
%
標準化残差
χ ２(1)=17.23,p<.01

(6)

逮捕時職業(n=151)
無職
101
66.9
**
54.03

有職
50
33.1
**
‐ 54.03

引受

引受とは，受刑者の出所時に身柄を引受けてくれる場所や人のことである。
基本的には，刑務所は引受が確定した状況で出所ができるよう調整している。
家族や知人での引受が難しい場合は更生保護施設での受入れ調整を行う。その
他には，依存回復施設や NPO 法人が含まれる。引受の設定を希望しない受刑
者の場合は，引受なしの状態で出所することになる。その際，保護カードを持
参させ，出所後，生活が立ち行かなくなる前に保護観察所に相談できるように
している。
対象者の出所時の引受は，家族が 62 名(41.1%)，保護施設が 47 名(31.1%)，
引受なしが 21 名(13.9%)，知人が 10 名(6.6%)，その他が 11 名(7.3%)であった
(表 3-6)。
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表 3-6

引受別内訳

人数
%
標準化残差
２
χ (4)=71.35,**p<.01

(7)

家族
62
41.1
18.07**

引受別(n=151)
保護施設
なし
47
21
31.1
13.9
9.55**
‐5.23**

知人
10
6.6
‐11.48**

その他
11
7.3
‐10.91**

出所事由

刑務所を出所する時，医療上や処遇上の移送を除くと，刑の一部を社会内で
執行する仮釈放と刑期終了まで刑事施設で受刑する満期釈放の 2 種類に分けら
れる。対象者の出所事由は，仮釈放が 99 名(65.6%)，満期釈放が 52 名(34.4%)
であった(表 3-7)。

表 3-7

出所事由内訳

人数
%
標準化残差
χ ２(1)=14.63,p<.01

(8)

出所事由(n=151)
仮釈放
99
65.6
50**

満期
52
34.4
‐50.00**

プログラム受講対象者の選定事由
プログラム受講対象者は，本件が飲酒下の事件，又は飲酒にまつわる事件，

飲酒の結果として社会生活上の支障が認められる受刑者である。飲酒にまつわ
る事件とは，犯行時に飲酒していなかったものの，アルコールそのものを盗ん
だり，酒代欲しさからの強盗等を含む。また，飲酒の結果としての社会生活上
の支障とは，犯行時に飲酒していなかったものの，飲酒により不就労状態が長
引いていたり，家族関係が破綻し孤立していたりするほか，すでにアルコール
依存の診断を受けている状況を示す。
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対象者の選定については，センターに移送される前の刑が確定した施設(拘置
所等)からの引継ぎ文書やセンターにおける入所時の面接による聞き取り，自記
式の教育プログラム希望アンケートなどを参考に選定される。選定事由の内訳
について図 1 に示す。いくつかの事由に該当する場合は主要なものに分類した。
飲酒下での犯罪や酒代欲しさの犯罪ではないものの，飲酒により不就労状態が
長引いていたり，家族関係が破綻し孤立していたりするほか，すでにアルコー
ル依存の診断を受けている生活支障が 38 名(25.2%)，飲酒下窃盗が 30 名
(20.1%)，飲酒下暴力が 27 名(17.9%)であった。なお，飲酒運転に関しては，交
通事犯に特化した別のプログラムが準備されていることから，対象者が比較的
少なくなっている。当プログラムにおける交通事犯受講者は，繰り返し飲酒運
転を行っている，あるいは，すでにアルコール依存症と診断されている受刑者
が選定される。

図1

5.

プログラム受講選定事由

考察
アルコールの問題を有する初犯男性受刑者の特徴を把握するため基本属性の
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検討を中心に行った。Bonta & Andrew(2017)は，犯罪行動に影響を及ぼし，そ
れを維持する主な心理・社会・生物学的要因について示しており，主要なリス
ク要因は，社会経済的地位(収入，人種，年齢，性で示されるもの)であり，一般
パーソナリティ理論及び，認知社会的学習理論においては，セントラルエイト
と呼ばれるリスク要因を重視している。それらは，①犯罪歴，②犯罪指向態度，
③犯罪指向的交友，④反社会的パーソナリティーパターン，⑤家族・夫婦，⑥
学校・仕事，⑦物質乱用，⑧レジャー・レクリエーションであると述べている。
本研究の対象者の特徴を見てみると，年齢平均は，49.1 歳であり，学歴が低
く，逮捕時無職が多く，罪種では窃盗が多い。成人中期に至ってもなお，生活
の基盤が安定しておらず，社会的経済的に困難な状況であることが犯罪を後押
している事例が多いことが考えられる。この結果は，先行研究(法務総合研究所，
2011)で示された,「生活困窮窃盗等事犯者」と同様の特徴を示した。
また，森，荒木，横山，半田(1993)による，アルコール依存症者の断酒因子
に関する疫学的研究において，アルコール依存症者の予後に影響を及ぼす社会
的及び経済的因子のうち，職業を有することは重要であり，就労による社会的
安定性と良好な予後の関連が報告されていることを踏まえ，断酒群と飲酒群の
就労状況を調査した結果，断酒群は飲酒群より就労している者が有意に多かっ
たと報告している。本研究の対象者においては，逮捕時無職者の者が多いこと
を考えると，再犯リスクと同時にアルコール依存の促進リスクとして不就労の
問題について検討する必要性が示唆された。受刑中に認知面の変化を促すプロ
グラム受講にとどまらず，職業訓練や就労支援等の環境面の変化を促す働き掛
けが重要と考えられる。
加えて，断酒群は飲酒群よりも結婚して同居している者が多く，良好な婚姻
状態であったと報告されており，良好な婚姻関係が断酒に寄与すると述べてい
る(森，荒木，横山，半田，1993)。本研究の対象者の引受状況をみてみると，家
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族が最も多い。家族が配偶者なのか，親やきょうだいなのか本研究では検討す
ることが出来なかったものの，出所後の家族との関係が再飲酒及び再犯に影響
を与える可能性が考えられる。家族については，保護因子にもなりうるし，危
険因子にもなりうると指摘されており(Khantzian & Albanese，2008:松本訳，
2013)，家族の中で依存症である人の多さは，その子どもたちの将来における物
質使用を予測するという報告がある(Ahmed，1984)。また，アルコール依存症
者の面倒を見てしまう優しい親や配偶者など，不安と依存性が強く，自己の内
面的 葛藤 を他 者 を コン トロ ール する こと で癒 そう とす るイ ネイ ブラ ーズ
(enablers)が存在し，依存症者との間に「嗜癖者－支え手」の関係が安定して，
アルコール依存症が長期に蔓延することがあると報告されている(斎藤，1990)。
以上の報告を踏まえると，家族の存在や関与が断酒の妨げになり得る場合もあ
ることがうかがわれることから，受刑者を引き受ける家族への支援が必要と言
える。
なお，知的水準については，IQ 相当値 70 以下の対象者が 57 名(38%)であっ
た。法務総合研究所の報告(2017)では，知的障害を有する者または，疑いのあ
る者の受刑者総数に対する比率は，2.4%であると報告している。A センターは
精神疾患・知的障害を有する者の社会適応のための訓練をする特化ユニットが
設置されているため，A センターの特徴を反映し，割合が高くなっていると考
えられる。下田らは(2012)，知的障害を有する受刑者または，疑いのある受刑
者 90 名とそれ以外の受刑者 90 名の特徴を比較調査した結果，知的障害または
疑いのある受刑者は，執行期間が短く，また，低学歴の者，浮浪生活を送って
いた者，暴力団歴・薬物事犯歴がない者，飲酒による問題行動を有する者が多
く，さらに懲罰4回数が多い傾向が認められたと報告している。能力の制約に配
慮した処遇とともに，出所後の社会資源の活用も視野に入れた出所後の調整が
注 4)懲罰とは，受刑生活中の不適切な言動に対する指導であり，内省を深めさせるための課題が課せられる。
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必要と言える。
総じて，再犯リスク要因と断酒に影響を及ぼすリスク要因としてすでに明ら
かになっている要因が，初入受刑者である本研究の対象者の特徴に重なる部分
があることを踏まえると，初入時に抱えている問題が，受刑時から出所後も改
善されなければ，再び受刑に至ることが考えられる。アルコールの問題を抱え
る受刑者に対しては，再犯抑止のためにも依存の問題へのアプローチとともに
環境面への働き掛けが必要であることが示唆された。
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第2節

アルコールの問題を抱える初入男性受刑者に対する認知行動療法の手
法を取り入れたプログラムの効果検証(研究 2-1)

1.

本研究の目的
本研究では，初入男性受刑者のうちアルコールの問題に焦点を当てた認知行

動療法の手法を取り入れたメインプログラムの受講予定者を対象に，介入群と
対照群を設定し，事前(pre)，事後(post)の 2 回，再飲酒リスクや治療動機づけ・
自己効力感などをアウトカムとして自記式心理尺度を用いて測定し前後比較を
行い，メインプログラムの効果を検討することを目的とする。

2.

対象
対象は，A センターで実施されている飲酒問題指導の受講対象となった初入

男性受刑者である。2016 年 5 月から 2019 年 4 月までの間に，A センター内で
実施された「飲酒問題指導」を受講した 70 名を介入群とし，受講待機中の 59
名を対照群とした，単一施設における非盲検での準ランダム化比較の手法によ
るメインプログラムの効果検証である。各群への割当については，刑事施設と
いう特有の場所と制約があるため，飲酒問題指導受講予定者の中から，刑期の
関係や他のプログラムとの兼ね合いを考慮し，介入群対象者をまず選定し，残
りの飲酒問題指導受講予定者の中から置き換えブロック法により，対照群を抽
出する方法をとり，メインプログラム実施前後での評価を両群で実施した(図 2)。
つまり，1 クール(3 か月程度)につき，8 名程度でメインプログラムを実施し，
メインプログラム実施期間前後で介入群と対照群に対して同時期に評価を行う
ことを 9 クール繰り返した。
なお，対照群対象者も事後評価実施後に，必要に応じて順次メインプログラ
ムに編入されるため，プログラム受講の機会は保障されている。このため，対
29

照群のうち研究実施期間中にグループワークに編入された該当者が 22 名いた
ため，介入前後の評価は本人へのフィードバックにのみ利用し，効果検証にお
ける介入群としてのデータからは除外した。加えて，介入群のうち 1 名に回答
もれがあったため，データから除外するとともに，グループワーク受講途中に
刑務所を退所した 1 名を介入群のデータから除外した。対照群については，5
名の者がメインプログラム事後時点での回答が得られなかったため分析から除
外した。最終的に介入群 46 名(平均年齢 49.6 歳±11.52)，対照群 54 名(平均年
齢 47.8 歳±10.23)を分析の対象とした。
また，両群の特性についてベースライン時の年齢，IQ 相当値，入所から本研
究実施までの期間について，両群の平均値を基にして t 検定を実施したところ
有意な差は認められなかった(表 4-1)。なお，IQ 相当値とは，法務省矯正局監
修のもと矯正協会が作成した受刑者を対象とした能力検査である CAPAS(Cor
rectional Psychological Assessment)により査定を行い算出された値である。
この検査は，作業適性，思考判断，基礎学力，社会的知能などの測定を目的と
し，すでに標準化されている知的水準を測る検査である。なお，能力的な制約
が認められる対象者については，質問項目をスタッフが読み上げ，本人の理解
度に応じて，説明を加えるとともに，本人のペースに合わせて回答しやすいよ
う配慮をしており，内容の理解不足による実施不可能な者はいなかった。

図2

対象者選定から評価までの流れ
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表 4-1

両群のベースライン時の年齢・IQ・入所からの期間の比較

年齢
IQ相当値
受講開始期間（日）

介入群 (N=46)

対照群(N=54)

M(SD)

M(SD)

49.6(11.53)
76.9(13.32)
475.4(355.69)

47.8(10.23)
78.4(14.39)
374.7(368.39)
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t値

ｐ

.85
1.23
.15

n.s
n.s.
n.s

3.

方法

(1)

メインプログラムの目的

メインプログラムは A センター独自のプログラムであり，全国の刑務所で実
施されているアルコール依存回復プログラム(法務省，2016)とは構成が異なる。
アルコール依存回復プログラムは，一貫して断酒を目指し，認知行動療法の手
法を用いて，重点的に働き掛ける内容となっている。Bonta ＆ Andrews(2017)
は，犯罪者を効果的な処遇につなげる最も重要な要因として，必要な箇所に必
要な程度，浸透しやすい形で介入することが重要であるとする RNR；リスク
(Risk)・ニーズ(Needs)・レスポンシビティ(Responsivity)原則に従うべきと指
摘している。効果的な処遇という意味では，多数の受刑者の中で，断酒に対す
る動機の高い受刑者に対し集中的に処遇することは有用と考えられており，再
発防止を目的としたリラプスプリベンションプログラムは薬物依存回復プログ
ラムなどでも効果のあるプログラムとして活用されている。
一方，A センターでは，アルコールの問題を本人自身が自覚できていない場
合も対象としており，断酒を目指す前に自らの問題性に気づくところから始ま
る。本研究の介入群(46 名)において，Alcohol Use Disorders Identification
Test(アルコール使用障害スクリーニング,以下 AUDIT と記す)を実施した結果，
AUDIT スコアが 15 点以上であるアルコール依存症の疑い域が，41 名であっ
た。一方で，事前評価の際，ARRS の項目のひとつである「自分は依存症だと
思う」という項目に「そう思う」と回答をした受刑者は 10 名であり，社会内で
アルコール依存症の診断を受けたものは 8 名であった。先行研究(藤田ら，2017)
と同様に，受講対象者は，刑務所内で初めて飲酒問題に取り組む人が多く，飲
酒問題を自覚できていない場合が多い。実際，メインプログラム受講前の面接
時に，対象者からは「酒と犯罪は関係ない」「酒が強い(または，好きな)だけ」
という意見が出ることが多い。つまり，問題行動への「否認」と呼ばれる心理
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状態にある点がメインプログラムの対象者に多くみられる特徴のひとつである。
自主的な治療へのコミットメントを拒否している場合，直面化のアプローチで
はかえって否認や抵抗が促進されてしまう点は知られている(妹尾，2007)。ま
た，犯罪者に対する治療プログラムについて，Bonta & Andrews(2017)は，犯
罪者を治療に引き込み，そこに留まらせておくことの難しさに直面すると述べ
ている。治療からの脱落は，治療が最も必要である犯罪者の場合に特に多く
(Olver，Stockdale & Wormith，2011)，動機を高めることは，治療から脱落し
やすい高リスク犯罪者の場合，特に重要であり，治療にとどめておかなければ
ならないと指摘されている。実際に A センターのメインプログラムにおいても，
2008 年の開講当初は，断酒を目指した内容となっていたが，上記の特徴を有す
る受刑者を対象としていることから，断酒を目指す方向付けは，かえって否認
の傾向を強めることを経験している。
そこで，A センターでは，数回のプログラム改編を経て，断酒や節酒を目指
すことを目的とせず，アルコール依存に対する正しい知識を学ぶ機会を提供し，
自分の状況を知り，周囲への影響を知り，同じ問題を持つグループのメンバー
と分かち合う経験を通して，自らの問題を自覚し，今後の飲酒行動について再
考させるという，問題行動に対する変化への動機を高めることをメインプログ
ラムの目標としている。
刑務所は，厳しい処罰を受ける場であるが，問題に向き合う姿勢を涵養する
場でもある。メインプログラム受講により，飲酒の問題を有する受刑者が自ら
の飲酒問題に気づき，変化するための動機を高めるとともに，自分は変われる
といった自己効力感を高め，刑務所を出所し，断酒または節酒など自らをコン
トロールする生活を維持する準備を整え，サポートの必要性に気づくことが再
犯防止に結び付くものと考えられる。
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(2) メインプログラム内容
Motivational Interviewing（動機付け面接法）を提唱した，Miller(2002)は，
アルコール・薬物問題の治療に携わった経験から，人が変わるためには，両価
的葛藤を解決することが中心的課題であると述べている。また，変化は，クラ
イアントが自分自身の変わりたい理由や変化の利点を話すように，導く対話を
通して促進されると指摘し，チェインジ・トーク（変化の話）は，現状維持の
不利益・変化の利益・変化への楽観的態度・変化への決意に分けられるとして
いる。そこで，メインプログラムでは，変化への動機を促進する内容を目指し
た。
メインプログラムの内容については，アルコール依存治療専門病院に許可を
得て病院内で使用されているテキスト(国立病院機構肥前精神医療センター，
2008. 国立病院機構久里浜医療センター)を参考に作成した。
第 1 回では，自己紹介後に，メインプログラムはワークノートを用いてグル
ープで話し合いながらアルコールの問題について学んでいくことを受講者に伝
える。受講者は，普段，自発的な発言は厳しく制限されており，主体的に物事
を判断する機会が少ないことから，指導者は，なるべく穏やかで受容的な雰囲
気の場を作るよう心掛け，自発的な発言が出やすいよう工夫をしている。また，
「私のお酒にまつわるエピソード」として，
「初めてのお酒の味」，
「お酒の良い
ところ」
「お酒を飲んで得したところ，損したところ」など，受講者が話しやす
い内容を何個か提示して，気楽に話し合えるよう促し，メンバーと共感し合い
ながら，意見交換することの大切さを味わえるよう働き掛けている。その上で，
断酒するかどうかは本人が決めることであり，これまでの飲酒行動をグループ
のメンバーとともに共有しながら振り返り，よりよい生き方について考えてい
く内容であることを伝える。
第 2 回では，
「私のアルコール史」を発表させ，自らの飲酒行動によって生じ
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た様々な影響について振り返る内容となっている。それぞれの発表から，共通
する体験や共感する部分，または考えと行動の矛盾に気づくことを通じて，
「も
しかすると自分の飲酒行動には問題があるかもしれない」という気づきを促す
ことが，本単元の目的となっている。
第 3 回では，AUDIT を実施し，アルコール依存治療病院の医師の協力を得
て作成した，
「アルコール依存症とは何か？」という DVD を用い，アルコール
依存症に関する正しい理解を促し，客観的に自分の問題を把握できるよう働き
掛けている。また，第 4 回から第 6 回において，認知行動療法の手法を用いて，
飲酒行動の引き金・サイクルと対処法を検討している。本プログラムでは飲酒
行動の中でも主に犯罪行為に関連するサイクルを検討し，飲酒と犯罪行為との
つながりについての自覚を促す内容となっている。受講者がそれぞれのリスク
を自覚できるよう働き掛けると同時に，リスクが生じた時の適切な対処の方法
について具体的な対処方法を検討することで，
「問題を解決できるかもしれない」
といった効力感を抱けるように働き掛け，変化への動機を高める回となってい
る。
しかし，能力の制約が大きい場合は，飲酒行動と犯罪行為の関係をサイクル
としてまとめることが難しい。また，対処法として「飲まない」といった行動
のみに言及し，その行動に至るまでの考えや感情に目を向けることが難しい対
象者もいる。そうした場合は，事例を用いて「状況・考え・感情・行動」の例
を示した上で，本人達の経験に基づいた具体的な内容を引き出すため，飲酒に
よるメリット・デメリット分析を丁寧に行い，飲酒の影響について具体的に注
目できるよう促す。例えば，飲酒によるメリットは「楽しくなる」
「他の人と会
話が弾む」
「嫌なことが忘れられる」などがよく挙がるが，デメリットでは「ず
っと体調が悪い」「仕事を休む」「お金がなくなる」「怒りやすくなる」「喧嘩に
なる」
「記憶がなくなる」などが挙がりやすく，そうした内容を扱いながら，考
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えや感情に焦点を当てつつ，対処の方法を一緒に検討している。
その上で，第 7 回では，アルコール依存症者の家族のグループワークを実施
しているアルコール依存治療専門クリニックの協力を得て作成した，当事者家
族の状況についての説明や当事者家族のインタビューを盛り込んだ DVD を視
聴させ，周囲への影響について検討させている。また，家族に迷惑を掛けたこ
とへの気づきとともに，ひとりでは回復できないことや，周囲との関係の修復
の在り方について検討させ，出所後の生活に対する具体的な展望について話し
合う回となっている。加えて，第 8 回では，アルコール依存治療病院の医師の
協力を得て作成した，「アルコール依存症からの回復」という DVD を視聴し，
アルコール依存症は回復可能なものとイメージできるように働きかけ，酒のな
い生活のメリット・デメリットを整理させた上で，新たな生き方について検討
させる。そして，第 9 回・第 10 回では，自助グループである Alcoholics
Anonymous(以下，AA と記す)スタッフの協力を得て，自助グループについて
の紹介や AA ミーティングを実際に体験することにより，同じ問題をもつメン
バーと問題を分かち合うことで得られる心強さや長年断酒を続けている先行く
仲間（AA メッセンジャー）の存在に触れることで，出所後の具体的な自分の姿
を想像できるよう働きかけている。
第 11 回は，出所後の社会資源について説明し，第 12 回では，釈放後の生活
の計画と再飲酒に至りそうな状況への対処法について整理し，プログラムを修
了している。プログラム形態は，グループワークであり全 12 回となっている
(表 4-2)。
また，プログラム修了後，断酒または節酒の意向の有無，あるいは迷い中に
関わらず希望する受講者は，月１回，刑務所内において自助グループの手法を
用いたミーティング形式のプログラム（メンテナンスプログラム）に出所時ま
で参加し，メインプログラム修了後も継続的にアルコールの問題について検討
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する機会が設けられている。
つまり，国が実施しているアルコール依存回復プログラムのように，断酒を
前提として，断酒するための具体的なスキルや断酒継続のためのスキル(リラプ
ス防止スキル)を学ぶことに焦点をあてる内容と異なり，自分自身の人生や犯罪
行為に飲酒の問題がどのような影響を与えてきたかを振り返り，飲酒行動を変
えていくことで新たな生き方を見いだすことを検討させたり，刑務所を出てか
らスキルを使うことだけでなく自助グループの利用を含め，生き方そのものを
変えていくことについて包括的に扱う内容となっている。
なお，対象者の特徴として，能力的に恵まれた方ではないことから，ワーク
ノートの内容は，平易で簡潔な説明にしており，文章にはふりがなを付けてい
る。飲酒行動サイクルの検討時には，事例を用い，内容の理解を促すとともに，
イラストや図を用いて，状況や考え，気持ちを分けて考えることが出来やすい
ように工夫している。また，グループワーク時には，リーダーが進行役をつと
め，コリーダーが全体の様子を把握し，サポートが必要な場合は適宜，個別で
働き掛け，理解が深まるよう支援している。また，特に能力的な制約が大きい
場合は，グループワークとは別に個別指導を実施し，本人の理解度に応じたプ
ログラムが実施できるよう配慮している。

表 4-2 プログラムの内容
1.オリエンテーション／酒にまつわる経験
プログラム全体の流れと目標を確認する。これまでの飲酒にまつわる経験
をグループで共有する。
2.酒を中心とした自分史
これまでの人生を振り返り，アルコールとの出会いやターニングポイント
となった出来事を整理し，今後のアルコールとの付き合い方を検討する。
3.アルコール依存症とは何か？
アルコール依存治療専門病院の医師によるアルコール依存症についての講
話（ＤＶＤ）を視聴するとともに，ＡＵＤＩＴ（2015 年より実施）を用
い，自らのアルコール依存の程度を知る。
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4.飲酒行動の引き金・サイクルと対処法①
飲酒に結び付きやすい状況（場所，時，人），考え，気持ちについて整理
させるとともに，対処法について考え，受講者間で検討する。
5. 飲酒行動の引き金・サイクルと対処法②
飲酒に結び付きやすい状況（場所，時，人），考え，気持ちについて整理
させるとともに，対処法について考え，受講者間で検討する。
6. 飲酒行動の引き金・サイクルと対処法③
飲酒に結び付きやすい状況（場所，時，人），考え，気持ちについて整理
させるとともに，対処法について考え，受講者間で検討する。
7.人間関係を紡ぐ①～周囲の人を大切にする
アルコールの問題により傷つけてしまった人との関係修復について検討さ
せるため，当事者の家族のインタビュー（ＤＶＤ）を視聴する。
8.人間関係を紡ぐ②～自分を大切にする
アルコールの問題により自分自身の生活の変化について振り返らせるとと
もに，飲酒せずに過ごすことのメリットとデメリットについて検討させる。
9.酒を飲まずに生活するということ（自助グループ）
アルコホリックアノニマス（ＡＡ）のメンバーを講師として招き，ＡＡに
繋がるまでと繋がってからの生活について経験談を伝えてもらう。
10.ミーティングの体験（自助グループ）
アルコホリックアノニマス（ＡＡ）のメンバーを交え，ＡＡで行われてい
るミーティングを行う。
11.飲酒問題からの回復のために
アルコールの問題からの回復のために活用できる社会資源について説明を
行う。
12.飲酒問題の解決への決意
釈放後の生活の計画と再飲酒に至りそうな状況への対処法について整理す
る。

(3)

評価指標

本研究では，質問紙への記入によりプログラムの効果検証を行った。質問紙
は，プログラム開始前，プログラム終了後に介入群と対照群ともに同時期に実
施した。本プログラムでは，飲酒の問題を自覚し，変化への動機を高めること
や自分は変われるといった自信を持つこと，問題を抱えているのはひとりでは
なくサポートがあることに気づくという目標があり，アルコール依存に対する
問題意識と治療に対する動機付けの程度の測定には，「 Stages of Change
Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES-8A)」，アルコールに
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関する問題の自覚の測定には，「アルコール再飲酒リスク評価尺度(Alcohol
Relapse Risk Scale)」，変化することへの自信の程度の測定には，「アルコール
依存に対する自己効力感スケール」，再飲酒リスクのひとつである孤独感の測
定には，「改訂 UCLA 孤独感尺度」がそれぞれ対応している。本研究で使用し
た尺度の詳細は，以下の通りである。

①

Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale
(SOCRATES-8A)
Miller & Tonigan(1996)によって，薬物・アルコール依存に対する問題意識

と治療に対する動機付けの程度を評価するために開発された。行動変容には，
「前考慮期」，「考慮期」，「準備期」，「行動期」，「維持期」の 5 段階があり，迷
いながら螺旋階段状に変化していくと言われている(妹尾，2007)。SOCRATES
は，行動変容の 5 段階に対応した評価尺度であり，対象者の行動変容の程度を
把握するため，上記評価尺度を選択した。尺度は 19 項目からなり，3 つの下位
尺度で構成されている。5 段階で評価され，得点が高いほど，薬物・アルコー
ル依存に対する問題意識と治療に対する動機付けが高いことを示す。①「病識」
は，７項目であり，
「自分にはアルコールに関連した問題があり，このまま飲酒
を続けていれば様々な弊害が生じるので，自分を変えていく必要がある」と認
識していることを示し，②「迷い」は，4 項目であり，
「自分はアルコールをコ
ントロールできない・周囲に迷惑をかけている・依存症かもしれない」と考え
ていることを示している。③「実行」は，8 項目であり，
「自分の問題を解決す
るために何らかの行動を起こし始めている，あるいは，誰かに援助を求めよう
と考えている」ことを示すとされている。本研究では，小林ら(2010)が逆翻訳
などの手続きを経て作成した日本語版を用いた。本尺度は，まだ標準化の手続
きを終えていないものの，先行研究において(今村ら，2010)，個々の項目につ
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いて表面的妥当性が認められ，介入前データにおいて高い内的一貫性
(Cronbach’s α=0.899)が確認されている。本研究においても，高い内的一貫性
(Cronbach’s α=0.930)が確認されている。

②

アルコール再飲酒リスク評価尺度(Alcohol Relapse Risk Scale)
Ogai ら(2009)によって開発・標準化されたアルコール再飲酒リスク評価尺度

(以下，ARRS とする)を使用した。再飲酒リスクはシンプルに「お酒の欲しさ」
として表明されるだけではないことから(公益財団法人東京都医学総合研究所
精神行動医学研究分野依存物質プロジェクト )，多次元的に再飲酒のリスクを評
価するため，上記評価尺度を選択した。
ARRS は，32 項目からなる自記式質問紙である。3 段階で評価し，得点が高
い程，再飲酒リスクが高いことを示す。①刺激脆弱性，②感情面の問題，③ア
ルコールへの衝動性，④酒害認識の欠如，⑤アルコールへのポジティブ期待の
5 つの次元から再飲酒リスクを評定する。また，病識を著しく欠いた回答者を
スクリーニングするためのスケール(病識の欠如)を 5 項目設けている。①刺激
脆弱性は，状況次第で酒を飲んでしまう可能性についての 8 項目であり，②感
情面の問題は，さみしさ・やる気のなさ・不安・感情のコントロールできなさ
など，さまざまな感情面の問題についての 8 項目であり，③アルコールへの衝
動性は，反社会的な行為だろうが何をしても酒を手に入れたいという飲酒への
衝動性についての 3 項目であり，④酒害認識の欠如は，酒害について充分自覚
できていない程度についての 4 項目であり，⑤アルコールへのポジティブ期待
は，飲酒によるポジティブな効果の期待を測定する 3 項目である。なお，刺激
脆弱性尺度の項目のひとつである「病院の中でも友達に誘われれば飲んでしま
う」は，刑事施設内ということもあり，対象者の状況にそぐわないため，質問
項目から外したが，介入前の下位尺度(刺激脆弱性)において高い内的一貫性
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(Cronbach’s α =0.903)が確認されている。

③

アルコール依存に対する自己効力感スケール
森田ら(2007)によって作成された薬物に対する欲求が生じたときの対処行動

にどれくらいの自信，または自己効力感を持っているかを測定する自記式評価
尺度をもとに今村ら(2010)が，薬物依存に対する自己効力感スケールの「薬物」
の箇所をすべて「アルコール」に置き換えた自記式評価尺度である。自己効力
感は，
「変化への動機付けの鍵となる要素であり，治療の結果をかなりよく予測
させる(小林ら，2010)」と言われており，プログラム受講前後での飲酒欲求が
生じた時の対処行動に対する自己効力感の変化を検討するため，上記評価尺度
を選択した。
アルコール依存に対する自己効力感スケールは，16 項目からなり，2 つの下
位尺度で構成されている。「全般的な自己効力感」は，(自分が飲酒するきっか
けを分かっていてそれをできるだけ避けるように注意できる・酒がなくても生
活していける自信がある)など場面を越えた全般的な自己効力感に関する 5 つ
の質問からなる。「5 点：あてはまる」から「１点：あてはまらない」までの 5
段階から選択して回答する。得点が高いほど，全般的な自己効力感が高いこと
を示す。
「個別的な自己効力感」は，(他の人が飲酒しているところを見たとき・
ちょっとなら大丈夫だと飲みたくなったとき)など個別的な場面においてアル
コールを使わないでいられる自信を尋ねる 10 の質問からなる。「7 点：絶対の
自信がある」から「1 点：全然自信がない」の 7 段階から選択して回答する。
得点が高い程，個別的な自己効力感が高いことを示す。薬物依存に対する自己
効力感スケールはすでに内的一貫性が確認されており(森田ら，2007)，アルコ
ールに対する自己効力感スケールについても先行研究(今村ら，2010)で介入前
のデータにおいて，十分に高い内的一貫性(Cronbach’s α=0.963)が確認されて
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いる。本研究においても，高い内的一貫性(Cronbach’s α=0.954)が確認されてい
る。

改訂 UCLA 孤独感尺度

④

Russell(1980)らによって作成された自記式評価尺度である。20 項目からな
り，各項目について「4 点：たびたび感じる」から「1 点：決して感じない」ま
での 4 段階から選択して回答する単一尺度である。孤独感が強いほど高得点に
なる。本研究では，諸井ら(1991)が和訳した日本語版を用いた。すでに標準化
の手続きが行われ，20 項目でのα係数は.800 を上回っており，単一尺度として
の内的一貫性が確認されている。本研究の対象者においては，内的一貫性は低
かった(Cronbach’s α=0.20)ものの，孤独は再飲酒のリスクになることが指摘さ
れていることから(松本ら，2011)，プログラム受講前後での孤独感の変化を検
討するため，上記評価尺度を選択した。
(4) 分析方法
統計解析には，SPSS Ver22.0 を用い，有意水準は，p<.01,p<.05 で設定した。
ベースライン時の群間差の検証には，t 検定を適用した。事後測定時の両群の効
果指 標の 得点 比較 には ，ベ ース ライ ン時 の得 点を 共変 量と して 投入 した
ANCOVA(共分散分析)を適用した。

(5)

倫理的配慮

A センターと筆者の所属機関である筑波大学間で実施方法，データの管理方
法等について協定書を締結した上で，筑波大学医学医療系医の倫理委員会の承
認(通知番号 1149-1)を得て行った。対象者に対して，プログラム担当スタッフ
が，データは研究目的に用いられ，数値化されること，協力は自由意思であり，
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協力を断っても不利益を被らないこと，いつでも同意を撤回できることを説明
した上で，書面にて同意の得られた者に対してメインプログラム前後に評価尺
度への記入を求めた。また，本研究によって得られた情報は，研究用 ID を振
り，匿名化の処理がなされたデータセットをもとに解析を行っており，調査対
象者が不利益を被らないことを保障した。

4.

結果

(1)

メインプログラム受講前後における ARRS 得点の比較

病識を著しく欠いた状態をスクリーニングする病識の欠如尺度の 5 項目を得
点化し合計点を算出したのち，合計点が極端に低い者(全平均もしくは合計が最
低点(1 点)にしかならないなど)に関しては，著しく病識が欠如している可能性
が疑われる。分析対象者の介入前データにおいて病識の欠如の得点の合計が 1
点以下の者はいなかった。
また，メインプログラム実施前の ARRS の各下位尺度の得点の平均について
介入群と統制群の両群に差がないか対応のない t 検定を実施した結果，アルコ
ールへの衝動性得点に群間差が認められ(介入群＝4.0, 対照群＝3.5; t(77)=2.2,

p<.05)，介入群の方が統制群よりも実施前の衝動性得点が高いことがわかった。
それ以外の実施前下位尺度得点は群間で有意差を認めなかった。
次に，メインプログラム受講前の各下位尺度得点を共変量とし，介入の有無
を独立変数，メインプログラム受講後の各下位尺度得点を従属変数とした共分
散分析を実施した。
結果，刺激脆弱性得点については，メインプログラム受講前の刺激脆弱性得
点が統制されたもとで，介入の主効果が有意となった(F(1.97)= 7.924, p<.01)。
これは受講前の得点の影響を統制した上で，介入群の方が対照群よりも受講後
の得点が低いことを意味する。なお，感情面の問題，アルコールへの衝動性，
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酒害認識の欠如，アルコールへのポジティブ期待については，介入の主効果は
有意ではなかった(表 4-3)。
表 4-3

プログラム実施前後の評価尺度(ARRS)得点の変化
介入群(N=46)

対照群(N=54)

pre

post

pre

post

M(SD)

M(SD)

M(SD)

M(SD)

P値
※

刺激脆弱性得点
17.2(4.94)
14.3(4.91)
16.3(4.70)
15.7(5.06)
**
感情面の問題得点
13.0(3.41)
12.4(3.11)
13.1(3.63)
13.2(3.41)
n.s.
アルコールへの衝動性得点
4.0(1.44)
3.5(1.03)
3.5(0.97)
3.4(0.98)
n.s.
酒害認識の欠如得点
5.1(1.98)
5.3(1.92)
5.4(2.27)
5.8(2.06)
n.s.
アルコールへのポジティブ期待得点
5.3(2.07)
5.0(1.84)
4.7(1.63)
4.6(1.73)
n.s.
**p <.01，*p <.05
※ p 値は，ANCOVA（共分散分析）により，両群のpre時の得点の調整後，両群のpost時得点の差を比較した結果を示す。

(2)

メインプログラム受講前後における日本語版 SOCRATES-8A 得点の比較

メインプログラム受講前の病識得点を共変量とし，メインプログラム受講後
の病識得点を従属変数として，介入群と対照群の効果に関する共分散分析を実
施した。検定の結果，病識得点については，メインプログラム受講前の病識得
点が統制されたもとで，介入の主効果が有意となった(F(1.97)= 8.273, p<.01)。
これは受講前の得点の影響を統制した上で，介入群の方が対照群よりも受講後
の得点が高いことを意味する。また実行得点についても，メインプログラム受
講前の実行得点を共変量とし，メインプログラム受講後の実行得点を従属変数
として，介入群と統制群の効果に関する共分散分析を実施した結果，メインプ
ログラム受講前の実行得点が統制されたもとで，介入の主効果が有意となった
(F(1.97)= 5.395, p<.05)。これも病識得点と同様に受講前の得点の影響を統制し
た上で，介入群の方が対照群よりも受講後の得点が高いことを意味する。なお，
迷い得点については，メインプログラム受講前の迷い得点を共変量とし，メイ
ンプログラム受講後の迷い得点を従属変数として，介入群と対照群の効果に関
する共分散分析を実施した結果，群の主効果は有意ではなかった(表 4-4)。

44

表 4-4

メインプログラム実施前後の評価尺度(SOCRATES-8A)得点の変化
介入群(N=46)
pre
post

M(SD)

M(SD)

対照群(N=54)
pre
post

M(SD)

P値
※

M(SD)

病識得点
22.2(7.66)
23.1(8.29)
20.4(7.90)
19.0(7.54)
**
迷い得点
12.6(4.07)
12.8(4.39)
12.1(3.92)
11.28(4.27)
n.s.
実行得点
25.4(7.62)
27.9(7.96)
23.4(6.43)
23.9(7.76)
*
**p <.01，*p <.05
※ p 値は，ANCOVA（共分散分析）により，両群のpre時の得点の調整後，両群のpost時得点の差を比較した結果を示す。

(3)

メインプログラム受講前後における自己効力感スケール得点の比較

メインプログラム受講前の全般的な自己効力感得点を共変量とし，メインプ
ログラム受講後の全般的な得点を従属変数として，介入群と対照群の効果に関
する共分散分析を実施した。検定の結果，全般的な自己効力感得点については，
メインプログラム受講前の全般的な自己効力感得点が統制されたもとで，介入
の主効果が有意となった(F(1.97)= 3.996, p<.05)。これは受講前の得点の影響を
統制した上で，介入群の方が対照群よりも受講後の得点が高いことを意味する。
また個別的な自己効力感得点についても，メインプログラム受講前の得点を共
変量とし，メインプログラム受講後の個別的な自己効力感得点を従属変数とし
て，介入群と対照群の効果に関する共分散分析を実施した結果，個別的な自己
効力感得点についても，メインプログラム受講前の個別的な自己効力感得点が
統制されたもとで，介入の主効果が有意となった(F(1.97)= 4.372, p<.05)。これ
は受講前の得点の影響を統制した上で，介入群の方が対照群よりも受講後の得
点が高いことを意味する。表 4-5 に示す。
表 4-5 プログラム実施前後の評価尺度(アルコール依存に対する自己効力感ス
ケール)得点の変化
介入群(N=46)
pre
post

M(SD)

M(SD)

対照群(N=54)
pre
post

M(SD)

P値
※

M(SD)

全般的な自己効力感得点
17.6(4.49)
19.3(4.66)
17.1(5.04)
17.5(4.94)
*
個別的な自己効力感得点
39.7(17.91)
48.3(16.7)
42.4(17.57) 45.5(17.39)
*
**p <.01，*p <.05
※ p 値は，ANCOVA（共分散分析）により，両群のpre時の得点の調整後，両群のpost時得点の差を比較した結果を示す。
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(4)

メインプログラム受講前後における改訂 UCLA 孤独感尺度得点の比較

孤独感尺度得点のメインプログラム受講前の得点を共変量とし，メインプロ
グラム受講後の得点を従属変数として，介入群と対照群の効果に関する共分散
分析を実施した結果，群の主効果は有意ではなかった(表 4-6)。

表 4-6

メインプログラム実施前後の評価尺度(孤独感尺度)得点の変化
介入群(N=46)

対照群(N=54)

P値
※

pre
post
pre
post
孤独感得点
47.2(4.98)
46.9(5.38)
47.6(4.06)
46.7(4.08)
n.s.
**p <.01，*p <.05
※ p 値は，ANCOVA（共分散分析）により，両群のpre時の得点の調整後，両群のpost時得点の差を比較した結果を示す。

5.

考察
本研究では，アルコールの問題を有する受刑者を対象とした飲酒問題指導の

受講効果について検討した。メインプログラムの前後比較の結果，アルコール
再飲酒のリスクを評価する ARRS については，刺激脆弱性得点で対照群に比べ
介入群において有意な得点の低下が認められた。Ogai ら(2009)は，アルコール
依存症治療施設の入院・通院患者 200 名を対象に ARRS と併せてアルコールへ
の渇望感・抑うつ(CES-D)・現在の飲酒状況・1 ケ月後の再飲酒の有無などを調
査した結果，刺激脆弱性得点が再飲酒を低める方向で関連があることを明らか
にしている。病院と刑務所は違った目的を持つ施設ではあるが，刑務所内にお
けるアルコールの問題に焦点を当てたプログラムの受講により再飲酒のリスク
となる認知への変化を促す一助となることが示唆された。
また，SOCRATES-8A の病識得点と実行得点について，対照群に比べ介入群
においてメインプログラム実施後に有意な得点の上昇が認められた。アルコー
ルは覚醒剤等とは違い摂取自体は違法ではないものの，アルコールを背景因と
して受刑に至っている対象者も薬物事犯者と同様に，グループワークを受講す
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ることにより，アルコール依存に対する問題意識と治療に対する動機を高める
ことができると考えられる。松本(2011)は，刑事施設での薬物依存離脱指導プ
ログラムとして実施されているワークブックによる自習学習，及び，グループ
ワークによる介入の効果を検討しており，重症度に関わらずグループワーク実
施後は，SOCRATES-8D の総得点ならびに「病識」，
「実行」得点が有意に上昇
したと報告しており，本研究も同様の結果を示した。松本(2011)は，自習学習
のみでは「自分は薬物使用をコントロールできていないかもしれない，周囲に
迷惑を掛けているかもしれない，依存症かもしれない」といった疑念が強まっ
たのに対し，グループワーク受講では，
「自分の問題を解決するために何らかの
行動を起こし始めている，あるいは誰かに援助を求めている」という断薬に対
する積極的・能動的な態度への変化を推測させると述べており，アルコールの
問題を抱える受刑者に対する教育プログラムも同様の効果が示された。また，
アルコール依存に対する全般的自己効力感，個別的自己効力感についても，対
照群に比べて介入群においてプログラム実施後に有意な得点の上昇が認められ
た。教育プログラム受講により変化への動機を高める鍵となる自己効力感を高
める効果があると考えられる。
一方，森田ら(2007)は，DARC 入所中の薬物依存症者を対象とした認知行動
療法プログラムの開発と有効性について検討した際，施設内という設定は，ス
リップが生じにくい点は良いが，学習したスキルを実際に用い，効果を実感す
る場面が乏しい点は難しいと指摘している。また，小林ら(2010)も日本語版
SOCRATES-8D の因子構造と妥当性の検討の際，
「迷い」得点の高さが「病識」
の高さと連動していることを踏まえ，
「実行」の得点が高い場合，それだけで「実
行」が断薬を目指す積極的な行動状況を反映している可能性は低く，
「迷い」の
低値を伴っている場合は，今後の自らの物質使用の問題を解決していく行動力
に関する「過信度」あるいは「楽観度」を反映したものと解釈するべきである
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と指摘している。刑事施設内での教育プログラムについては，対象者は逮捕後，
長期間に及び断酒の状態が続いている上，スリップの可能性がない状況にあり，
教育受講時は，過去の体験に基づいた検討が中心になることから，断酒に対す
る過信や楽観が生じている可能性が考えられ，評価の検討は慎重に行う必要が
あると考えられる。とは言え，今村ら(2010)が，
「依存症を専門とする援助者の
あいだでは，
『依存症は忘れる病』と言われており，介入を行わなければ，時間
の経過とともに問題意識は薄れていくのが普通である。」と述べていることを踏
まえると，さまざまな制約があるものの，刑事施設内でアルコールの問題に焦
点を当てたプログラムを実施することは必要である。加えて，断酒を目的とせ
ず，変化への動機を高めることを目的としたプログラム編成としたことにより，
アルコールの問題を自覚できていない対象者であっても認知の変化を促す効果
が示されており，受刑中からアルコールの問題について働きかけることの意義
は大きいと言えよう。
なお，改訂 UCLA 孤独感尺度については受講前後において，得点に変化が見
られなかった。その要因として，受刑によって強制的に集団生活を送っている
ことから，グループワーク受講が孤独感の低下に影響を与えなかったものと推
察される。
最後に本研究の限界について述べる。本研究は，受刑者を対象とした刑務所
内でのプログラム実施であることから，刑期の関係等から介入群と対照群につ
いて，完全無作為化ができず待機群を対照群とした準ランダム化比較の手法に
よりプログラムの効果を検討した。ベースライン時で両群の IQ・年齢・プロ
グラム開始時期の検定を実施しているが，十分とは言えず，厳密に実施された
無作為化比較試験に比べると，交絡因子となる可能性のある変数を正確に測定
できていない点は限界と言える。
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加えて，評価には，自記式評価尺度を用いており，対象者には，受刑生活の
評価に関係しないことを伝えた上で回答させているものの，矯正施設でのプロ
グラム実施であることから，社会的に望ましい方向に回答している可能性が考
えられる。Ogai ら(2007)は，依存症は自らの問題を否認する／隠す傾向が強
く，依存物質再使用につながる渇望感やリスク認知を必ずしも表明しないと述
べており，特に，薬物事犯者においては，自己報告式の尺度への回答の信頼性
を確保するのは容易ではないとの指摘している。その上で，物質依存症者特有
の反応バイアスの影響を受けにくい手法を用いた潜在的な依存物質選好度を測
定するシステムの開発を試み(大谷，2017)，潜在的な態度測定の手法（潜在連
合テスト：Inplicit Association Test:IAT）を応用した，アルコールへの潜在
的な選考を測定するための測度を用いて，再使用・再使用リスク・渇望感など
他の変数との関連を通じ，測度の妥当性・信頼性を検討している。アルコール
依存症と診断され依存症病棟に入院した患者に対し，退院直前に IAT と自記
式評価尺度を実施し，フォローアップ調査として，退院 2 週間後・約 1 か月
後・約 3 か月後の再飲酒状況を調査している。IAT-D の再発予測力は，フォ
ロー期間が延びるほど弱まることが明らかになり，IAT 等の潜在指標を用いた
依存物質再使用の予測力は比較的短期に限られる可能性が示唆されている。一
方で，ARRS 刺激脆弱性は，一貫して再飲酒への予測力を維持しており，自記
式尺度を用いてアルコール依存症の再飲酒可能性を探る場合に有用な尺度とな
り得ることが示されたと報告しており，本研究における自記式評価尺度を用い
た再飲酒リスクの評価に一定の予測力があると考えられる。とは言え，大谷
(2017)は，依存物質再発予測においては，自記式測度と潜在的測度のどちらか
片方というのではなく，両者を組み合わせて用いることで再発予測力を大きく
高められる可能性が示されていると報告しており，そうした点を踏まえると，
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本研究において評価尺度に対する回答の信頼性の確保が十分ではない可能性が
ある点は，本研究の限界と言える。
また，本研究は単一施設での調査であり，初入男性受刑者のみを対象として
いる。飲酒と再犯罪の関連や予防のあり方を検討するうえでも累犯受刑者(いわ
ゆる再入受刑者)や女性受刑者に対する効果の検証も必要と考える。加えて，本
研究の対象者は，専門職による面接により飲酒の程度を把握し，事件の要因も
含めて飲酒問題指導受講を決定しているが，厳密なアセスメントが不十分と言
える。プログラム受講対象者のアルコール依存の重症度をアセスメントした上
で，その程度に応じたプログラムの提供が必要であり，今後の課題と言える。
特に，知的能力が低い対象者については，メインプログラム編入時に理解度
に応じたグループメンバーの選定や対応するワークノートの作成などの配慮が
必要である。A センターにおいては，これまでスタッフの工夫により補ってい
た部分が大きいが，対象者の特性に応じてメインプログラムをタイプ別に分け
て実施することにより，さらに効果的なプログラムが実施できると考えられる。
また，福祉的な支援が必要な場合は，出所後の生活を見据え，本人の特徴を具
体的に把握した上で関連機関との調整が必要であり，認知的な変化を促すと同
時に，環境への働きかけが有効と考えられる。A センターでは，民間職員が施
設内の他部署と協働し環境調整に取り組み，出所後の生活の安定のため総合的
な関わりをしているが，施設外の関連機関との連携体制を，さらに整える必要
がある。
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第3節

アルコールの問題を抱える初入男性受刑者に対する自助グループの手
法を取り入れたプログラムの効果検証(研究 2-2)

1.

本研究の目的
本研究では，メインプログラムの受講後に，出所まで月１回実施される自助

グループの手法をとりいれたミーティング形式のプログラム（以後，メンテナ
ンスプログラムと記す）に参加した受刑者を対象として，参加前（つまりメイ
ンプログラム修了時）と出所時の 2 回，再飲酒リスクや治療動機づけ・自己効
力感などをアウトカムとして自記式心理尺度を用いて測定し，前後比較を実施
する。

2.

対象
対象は，A センターで実施されている飲酒問題指導の受講対象となった初入

男性受刑者のうち，メインプログラム修了後，メンテナンスプログラムへの参
加を希望した男性受刑者であり，2017 年 3 月より実施されているメンテナン
スプログラム受講者のうち，2020 年 12 月末日までに A センターを出所した
31 名のうち，回答もれのあった 2 名とメンテナンスプログラム修了時に回答の
得られなかった 1 名を除外した，28 名を分析の対象とした。

3.

方法

(1)

メンテナンスプログラム内容

メンテナンスプログラムとは，飲酒問題指導を受講済の対象者に対して行わ
れている自助グループの手法を用いたミーティング形式のプログラムである。
受講者は月１回（1 回は，60 分から 90 分），出所時までプログラムを受講する。
メンテナンスプログラムには，自助グループのひとつである AA(Alcoholics
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Anonymous)より 2～3 名のメッセンジャーが毎回参加し，司会進行役を務め，
テーマに沿って受講者が自らの経験や考えを語ることが主な内容である。メン
テナンスプログラムは，メインプログラムによる変化を維持するためといった
補強的意味合いが強い。メインプログラム受講後の変化を維持し，出所後の自
助グループ活用を円滑にするといった社会へ繋ぐためのプログラムという位置
づけである。

(2)

評価指標

本研究では，質問紙への記入によりメンテナンスプログラムの効果検証を行
った。質問紙は，メンテナンスプログラム開始前(つまりメインプログラム修了
時)と出所時に実施した。アルコール依存に対する問題意識と治療に対する動機
付 け の 程 度 の 測 定 に は ，「 Stages of Change Readiness and Treatment
Eagerness Scale (SOCRATES-8A)」，アルコールに関する問題の自覚の測定に
は，「アルコール再飲酒リスク評価尺度(Alcohol Relapse Risk Scale)」，変化す
ることへの自信の程度の測定には，
「アルコール依存に対する自己効力感スケー
ル」，再飲酒リスクのひとつである孤独感の測定には，
「改訂 UCLA 孤独感尺度」
がそれぞれ対応している。本研究で使用した尺度は，メインプログラムの効果
測定に実施したものと同様である。

(4) 分析方法
統計解析には，SPSS Ver22.0 を用い，有意水準は，p<.01,p<.05 で設定した。
メンテナンスプログラム受講前とメンテナンスプログラム修了時（出所時）の
得点の変化を検証するために，1 要因 3 水準の分散分析を実施した。
(5)

倫理的配慮
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A センターと筆者の所属機関である筑波大学間で実施方法，データの管理方
法等について協定書を締結した上で，筑波大学医学医療系医の倫理委員会の承
認(通知番号 1149-2)を得て行った。対象者に対して，プログラム担当スタッフ
が，データは研究目的に用いられ，数値化されること，協力は自由意思であり，
協力を断っても不利益を被らないこと，いつでも同意を撤回できることを説明
した上で，書面にて同意の得られた者に対してプログラム前後に評価尺度への
記入を求めた。また，本研究によって得られた情報は，研究用 ID を振り，匿
名化の処理がなされたデータセットをもとに解析を行っており，調査対象者が
不利益を被らないことを保障した。

4.

結果

(1) メンテナンスプログラム受講者の受講前後と出所時の各評価尺度得点の変
化
メインプログラム修了者のうちメンテナンスプログラム（以下，MP と記す）
を受講した 28 名について，プログラム受講前後と出所時の各評価尺度得点の
変化について分散分析を実施した結果を表 5-1 に示す。
刺激脆弱性得点についてプログラム受講の主効果は，(F(2,54)=5.01 p<.05)で
有意であった。そこで，下位検定 (Bonferroni 法)を行った結果，メインプログ
ラム受講後と MP 受講後は，メインプログラム受講前と比較し，有意に得点が
低かった。また，アルコールへの衝動性得点についてプログラム受講の主効果
は，(F(2,54)=3.39 ,p<.05)で有意であった。そこで，下位検定 (Bonferroni 法)
を行った結果，メインプログラム受講後はメインプログラム受講前と比較し，
得点の低下が有意な傾向であった。加えて，迷い得点について，プログラム受
講の主効果は ， (F(2,54)=83.08,p<.01) で有 意であった。 そこで， 下位検 定
(Bonferroni 法)を行った結果，メインプログラム受講前は MP 受講後と比較し，
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有意に得点が高く，メインプログラム受講後は，MP 受講後よりも有意に得点
が高く，MP 受講後は，プログラム受講前と後より有意に得点が低かった。こ
れは，メインプログラム受講後の変化がメンテナンスプログラム受講後さらに
低下したことを示す。また，実行得点においても，プログラム受講の主効果は，
(F(2,54)=4.28,p<.05)で有意であった。そこで，下位検定 (Bonferroni 法)を行
った結果，メインプログラム受講前は,メインプログラム受講後と比較し，有意
に得点が低く，メインプログラム受講後は，メインプログラム受講前よりも有
意に得点が高かった。これは，プログラム受講により上昇した得点が MP 修了
後も維持されていることを示す。次に，全般的自己効力感得点のプログラム受
講 の 主 効 果 は ， (F(2,54)=5.18,p<.01) で 有 意 で あ っ た 。 そ こ で ， 下 位 検 定
(Bonferroni 法)を行った結果，メインプログラム受講前は,メインプログラム受
講後と比較し，有意に得点が低く，メインプログラム受講後は，メインプログ
ラム受講前よりも有意に得点が高かった。また，MP 受講後は，メインプログ
ラム受講後よりも得点が高かった。これは，MP 受講により，メインプログラ
ム受講により上昇した全般的自己効力感がさらに上昇したことを示す。最後に，
個別的自己効力感の主効果は，(F(2,54)=3.26,p<.1)で有意傾向であった。そこ
で，下位検定 (Bonferroni 法)を行った結果，メインプログラム受講前は，メイ
ンプログラム受講後より有意に得点が低く，メインプログラム受講後は，メイ
ンプログラム受講前より有意に得点が高かった。これは，メインプログラム受
講により変化した個別的自己効力感が，MP 受講後維持される傾向を示してい
る。
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表 5-1

MP 受講者のプログラム受講前後，MP 受講後における各下位尺度得点
の分散分析結果

ARRS
刺激脆弱性
感情面の問題
アルコールへの衝動性
酒害認識の欠如
アルコールへのポジティブ期待
SOCRATES
病識
迷い
実行
自己効力感
全般的自己効力感
個別的自己効力感
孤独感

5.

受講前

プログラム(n=28)
受講後

MP受講後

M(SD)

M(SD)

M(SD)

18.4(4.02)
14.5(3.92)
4.6(1.60)
8.5(1.88)
5.3(1.63)

15.6(5.32)
13.3(4.34)
3.9(1.47)
8.3(2.20)
5.0(2.66)

15.8(3.23)
13.6(3.59)
3.7(1.01)
8.2(2.21)
5.0(1.30)

5.01
.85
3.39
.22
.29

25.4(7.20)
14.7(3.48)
26.0(7.28)

27.1(6.70)
15.2(3.60)
28.2(7.98)

28.4(6.91)
6.6(2.04)
30.9(7.68)

5.18
83.10
4.25

n.s .
**
*

前>MP ,後>MP ，MP<前 後
*
*
前<後 ,後>前

14.9(4.83)
35.0(18.36)
47.5(3.95

18.2(5.77)
44.7(19.66)
48.0(4.51)

19.0(5.01)
45.9(17.77)
49.6(6.90)

3.33
2.17
1.77

**
†

前<後*・MP*,後>前*，MP>前*
**
**
前<後 ,後>前

F値

主効果

*

多重比較

*

*

*

前>後 ・MP ,後<前 ，MP<前

*

n.s .
*

†

†

前>後 ,後<前 ，

n.s .
n.s .
**

**

**

**

n.s .

考察
MP 修了時の各下位尺度得点を検討した結果，刺激脆弱性得点は，メインプ

ログラム受講で低下し，メンテナンスプログラム受講で，その低下が維持され
ることが明らかになった。また，迷い得点については，メインプログラム受講
前後で変化がないものの，メンテナンスプログラム受講により低下することが
明らかになった。また，
「自分の問題を解決するために何らかの行動を起こし始
めている，あるいは，誰かに援助を求めようと考えている」ことを示す実行が
メインプログラム前後で上昇し，MP 修了後の得点に変化がなく，全般的自己
効力感は，メインプログラム受講前に比べ，メインプログラム受講後と MP 受
講後得点の方が有意に得点が高かった。つまり，出所時まで自助グループに参
加することにより，変化への動機を維持する効果が期待できることが示された。
アルコール依存症者の自助グループの役割について，野口(1996)は，①飲酒
機会の軽減，②感情の癒し，③エネルギーの補給，④対人関係能力の成長，⑤
自己の再発見と再確認，⑥偏見への対処の 6 点にまとめ，自助グループを通し，
自分の問題を相対化し，客観的に認識することが可能になると指摘している。
また，森ら(1993)は，アルコール依存症者の断酒因子に関する疫学的研究にお
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いて，断酒群の方が飲酒群よりも自助グループである「断酒会・AA への出席」
「断酒会・AA 活動の全て」「断酒会・AA の友人」が有意に多かったと報告し
ており，同じ問題を抱える仲間と自らの問題を共有することが，断酒への後押
しとなることを示唆している。刑務所内での自助グループの手法を用いたミー
ティングは社会内での実際のミーティングとは形態が異なるものの，刑務所内
で受講した飲酒問題指導により変化した断酒に対する動機の高まりを維持する
一助となることが示唆された。
最後に本研究の限界として，本研究は，対照群を用いた比較研究ではないこ
とからメンテナンスプログラムを受講した群としなかった群での出所時までの
変化の違いを検討できておらず，メンテナンスプログラム受講の効果を厳密に
検証できていない点は限界である。また，本研究の対象者は，自ら希望してメ
ンテナンスプログラムを受講していることから，そうした点が結果に影響を及
ぼしている可能性が考えられる。 なお，先行研究（Humphreys,2014）では，
自己選択に起因しない AA 出席の増加は，3 か月後および 15 か月後の断酒日数
の増加に有効であったことを報告している。本研究におけるメンテナンスプロ
グラムへの参加は任意である。このため，今後は，依存症の自覚はあるがメン
テナンスプログラムへ参加しなかった者の特徴や出所までの変化，また，そも
そも依存症の自覚や変化への動機が高くない者に対する刑事施設内における自
助グループ形式のプログラムへの参加を促すことの有効性を検証する必要性が
明らかになった。
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第3節

アルコールの問題に焦点を当てたプログラム受講者の再入状況とプロ
グラム受講による再飲酒リスクの変化と再犯の関連(研究 3)

1.

目的
飲酒自体は犯罪でないものの，犯罪の背景にアルコールの問題があることは，

すでに報告されており，多量飲酒者は，そうでない者と比べて入所度数の平均
が多く，受刑者のうち多量飲酒者の 63.6％が，刑務所への入所が 2 度以上であ
った(法務総合研究所，2011)。
Needham，Gummerum，Mandeville，Rakestrow，Mewse，Barnes ＆ Hanoch

(2015)は，アルコール乱用と犯罪の厳しい関係は，世界中の政府にとって緊急
の優先課題となっており，アルコールと犯罪のつながりに関する多くの研究が
存在し，年齢や環境，性差，罪種，社会的地位のような広い範囲に焦点をあて
たものがある(Bonta & Andrews，2010)のに対して，再犯を減らすためのアル
コールプログラムの効果についてのデータは不足しており，犯罪者ではない
人々のアルコール治療プログラムの実証研究が膨大にあることを考えると驚き
であると述べている。本邦においても，受刑者に対するアルコールの問題に焦
点を当てたプログラムの実践報告はあるものの(丸山,2009. 田中,2015.)，その
効果や再犯への影響に関する報告は見当たらない。このため，本研究では，初
入受刑者の再入状況の把握とアルコールの問題に焦点を当てたプログラム受講
による再飲酒リスクの変化と再犯の関連について検討する。

2.

対象
2008 年 7 月～2016 年 3 月末までに調査対象施設において飲酒問題指導の受

講対象となった 214 名(平均年齢 48.1 歳±11.56 歳)を再入状況検討の対象とし
た。また，メインプログラム受講による再飲酒リスクの変化と再犯の関連を検
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討する際は，2010 年 6 月～2016 年 3 月末までに調査対象施設において飲酒問
題指導の受講対象となった対象者 151 名(平均年齢 48.4 歳±11.67 歳)に対し調
査の内容や趣旨を説明し，同意の得られた対象者に対し，メインプログラム前
後に評価尺度への記入を求めた。なお，懲罰や身体の不調による休養や他施設
への移送等のため，メインプログラムを中断した受講者が 16 名いたため，デー
タから除外した。
なお，メインプログラム修了後，任意で参加するメンテナンスプログラム（以
下，MP と記す）受講者と非 MP 受講者の再入率の違いを検討するため，2016
年 5 月から 2019 年 4 月までの間に，A センター内で実施された「飲酒問題指
導」を受講した介入群 46 名（平均年齢 49.6 歳±11.52）を分析対象とし，MP
を受講した 15 名を MP 受講群，受講を希望しなかった 31 名を非 MP 受講群と
し，2020 年 10 月末時点での再入状況を調査した。

3.

方法

(1)

手続き

調査対象施設で実施されている飲酒問題指導受講対象者の再犯時の罪種と職
業，再入有無における基本属性の違い(年代，出所事由，引受先，懲罰回数，職
業訓練回数)について検討した。
また，メインプログラム受講による再飲酒リスクの変化と再犯の関連を検討
するためメインプログラム受講前後の ARRS 各下位尺度の得点を用いた。再犯
の把握については，135 名それぞれに，2016 年 3 月末日の時点までの再入，つ
まり再び罪を犯して刑事施設に再収容されたかどうかを調査した。再入状況に
ついては，受刑者の被収容者身分帳簿の移動を調べることによって確認した。
被収容者身分帳簿とは，受刑者ごとに作成される，刑事処分に関する事項を記
録した簿冊であり，本人が出所後は，出所施設において保管される。本人が，
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他施設に再入すると，出所施設から再入施設に被収容者身分帳簿が引き継がれ
る。その際，出所施設において，本人の再入日を被収容者身分帳簿に記入して
再入先の施設へ送付される。本研究では，調査対象施設を出所した調査対象者
について，被収容者身分帳簿の移動の有無を調べることで，再入の有無及び再
入日を確認した。また，移送先の施設から送られてくる再入状況連絡票を元に，
再犯時の罪種と再犯時の職業を集計したが，統一した様式がなく，情報にばら
つきがあったため，再犯時の罪種と職業に関して詳細が分からない対象者につ
いては不明とした。

(2)

評価指標

①

アルコール再飲酒リスク評価尺度(Alcohol Relapse Risk Scale)
Ogai ら(2009)によって開発・標準化されたアルコール再飲酒リスク評価尺度

(以下，ARRS とする)を使用した。ARRS は，32 項目からなる自記式質問紙で
ある。3 段階で評価し，得点が高い程，再飲酒リスクが高いことを示す。アル
コール依存患者の再飲酒(スリップ)リスクを多元的に判断・予測する尺度であ
り，①刺激脆弱性，②感情面の問題，③アルコールへの衝動性，④酒害認識の
欠如，⑤アルコールへのポジティブ期待の 5 つの次元から再飲酒リスクを評定
する。また，病識を著しく欠いた回答者をスクリーニングするためのスケール
(病識の欠如)を 5 項目設けている。刺激脆弱性尺度の項目のひとつである「病
院の中でも友達に誘われれば飲んでしまう」は，刑事施設内ということもあり，
対象者の状況にそぐわないため，質問項目から外したが，介入前の下位尺度(刺
激脆弱性)において高い内的一貫性(Cronbach’s α =0.879)が確認されている。

(3)

分析方法
統計解析には，SPSS Ver22.0 を用い，有意水準は，p<.01,p<.05 で設定し
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た。再犯時の罪種と職業，再入有無における基本属性の違い(年代，出所事
由，引受先，懲罰回数，職業訓練回数)についてχ2 検定と t 検定を実施した。
また，調査対象施設を出所してから社会内で追跡された期間である観測期間
についてカプランマイヤー推定法によって生存関数を推定した。加えて，アル
コールの問題に焦点を当てたプログラム受講による再飲酒リスクの変化と再犯
の関連について検討するため，観測期間と再犯の有無を従属変数として Cox
比例ハザードモデルによる分析を行った。共変量には，受講後の ARRS 各下
位尺度得点から受講前の ARRS 各下位尺度得点を引いた各下位尺度の変化得
点を投入した。また，年齢と罪種(窃盗・非窃盗)，職業訓練回数が再犯に与え
る影響を統制するために，共変量として投入した。年齢については，再犯とア
ルコール依存症に影響を与える要因であることがすでに明らかにされている
(Paul＆ Claore，1996，亀山，2005)。加えて，罪種に関しても同様に再犯に
与える影響が明らかになっている(Bonta & Andrews，2017)。就労に関して
も再犯とアルコール依存症の予後に影響を与える要因として確認されているが
(亀山，2005.，Bonta & Andrews，2017)，本研究では，再犯時の就労につい
て確実なデータの収集が出来なかったことから，就労に関する項目として，就
労支援の一環である職業訓練の受講回数を共変量として投入した。なお，職業
訓練の受講回数については，本研究において再入状況の検討をした結果，再入
と再入に至っていない対象者で受講回数に有意な差が認められた項目である。
また，MP プログラム受講群と非受講群の再犯の可能性が出所後の期間の経
過に伴ってどのように変化するかを把握するため，カプランマイヤー推定法を
用いて分析を行い，2 群の生存関数が異なるかどうかを検証するために，Log
Rank 検定を行った。
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(4)

倫理的配慮

A センターと筆者の所属機関である筑波大学間で実施方法，データの管理方
法等について協定書を締結した上で，筑波大学医学医療系医の倫理委員会の承
認(通知番号 1149，1149-2)を得て行った。受講者に対しては，プログラム担当
スタッフが，データは研究目的に用いられ，数値化されること，協力は自由意
思であり，協力を断っても不利益を被らないこと，いつでも同意を撤回できる
ことを説明し，プログラム前後に評価尺度への記入を求めている。また，本研
究によって得られた情報は，研究用 ID を振り，匿名化の処理がなされたデー
タセットをもとに解析を行っており，調査対象者に不利益が被らないことを保
障した。

4.

結果

(1)

再犯罪種

2008 年 9 月から 2016 年 3 月までの間に飲酒問題指導を受講し，センターを
出所した対象者で観測期間中に再犯に至った 65 名について，再犯時の罪種 5に
ついて集計し(表 6-1),χ 2 検定を実施した結果，有意な差が認められた( χ 2＝
165.62，df＝9，p<.01)。そこで残差分析を行った結果，窃盗などの非暴力的財
産犯が他の罪種に比べ有意に多かった(表 6-2)。

注 5)罪種の分類については，A センタ―独自の分類となっている。非暴力的財産犯とは，逮捕時の罪名
が窃盗や占有物離脱横領を示す。暴力とは，暴行・傷害・暴力行為等処罰法違反・器物損壊を示す。暴
力的財産犯は，強盗・恐喝を示す。交通とは，道路交通法違反・自動車運転過失致死・自動車運転過失
傷害・危険運転致傷(飲酒等)・危険運転致死(飲酒等)を示す。性とは，強制わいせつ・強姦致傷・強姦を
示す。知能とは，詐欺・業務上横領を示す。遵守事項違反とは，出所時に保護観察所が設定した仮釈放
期間中に遵守するべき事項を違反したことを示す。その他とは，銃刀法違反・職業安定法違反・業務上
過失致死・住居侵入を示す。
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表 6-1

再入者の再犯罪種

非暴力的財産犯 暴力
人数
36
6
%
55.4
9.2

暴力的財産犯
3
4.6

再犯罪種(n=65)
公務執行妨害 交通
1
1
1.5
1.5

性
1
1.5

知能
1
1.5

遵守事項違反
3
4.6

不明
12
18.5

その他
1
1.5

性
-5.5**

知能
-5.5**

遵守事項違反
-3.5**

不明
5.5

その他
-5.5**

χ 2＝165.62，df ＝9，p <.01

表 6-2

再入者の再犯罪種の残差分析

再犯罪種 非暴力的財産犯 暴力
29.5**
-0.5
**p <.01
(2)

暴力的財産犯
-3.5**

公務執行妨害
-5.5**

交通
-5.5**

再犯時職業

再犯時の職業について集計し(表 6-3),χ2 検定を実施した結果，有意な差が認
められた(χ2＝24.4，df＝2，p<.01)。そこで残差分析を行った結果，無職や不
明の者が他の再犯時の職業に比べ，有意に多かった。

表 6-3

再入者の再犯時職業

再犯時職業(n=65)
技能工
不明
人数
4
36
%
6.15
55.4
標準化残差 -30.1** 24.28**
χ ２(2)=24.4,p<.01

(3)

無職
25
38.5
5.6**

年代別の再入有無

年代別の再犯有無の人数を集計し(表 6-4)，χ2 検定を実施した結果，有意な
差が認められた(χ2＝153.59，df＝4，p<0.01)。そこで残差分析を行った結果，
30 代，40 代の再入は有意に低く，60 代の再入が有意に高い結果となった。
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表 6-4

年代別の再入有無

再入なし
調整後標準化残差
再入あり
調整後標準化残差
計
２
χ (4)=153.59,p<.01**

(4)

20代
9.0
2.0
0.0
-2.0
9

年代別
30代
40代
50.0
51.0
**
**
5.3
5.4
0.0
0.0
**
‐5.3
‐5.4**
50
51

50代
39.0
-0.5
19.0
0.5
58

60代
0.0
**
‐11.6
46.0
11.6**
46

計
149
65
214

出所事由別の再入有無

出所事由別の再犯有無の人数を集計した(表 6-5)。出所事由とは，刑の一部を
社会内で執行する仮釈放と刑期終了まで刑事施設で受刑する満期釈放がある。
仮釈放とは，所内生活に概ね適応し，出所後の受入先が家族や施設など確定
している者が刑の一部を社会内で過ごす。一方，満期釈放とは，引き受け先が
決まらず，刑の終了日まで受刑し，出所するものである。

χ2 検定を実施した結果，有意な差はなかった(χ2＝3.07，df＝1，n.s.)。

表 6-5

出所事由別の再入有無

出所事由
仮釈放 満期釈放
再入なし
99
50
%
46.3
23.4
再入あり
35
30
%
16.4
14.0
計
134
80
２
χ (1)=3.07,n.s.

(5)

計
149
69.7
65
30.4
214

引受別の再入有無

引受別の再犯有無の人数を集計し(表 6-6)，χ2 検定を実施した結果，有意な
差はなかった(χ2＝8.81，df＝5，n.s.)。
63

表 6-6

引受別の再入有無
引受別(n=214)
施設
知人 NPO法人
44
3
3
20.6
1.4
1.4
21
4
2
9.8
1.9
0.9

家族
再入なし
70
%
32.7
再入あり
19
%
8.9
χ 2 ＝8.81，df ＝5，n.s.

(6)

病院
1
0.0
0
0.0

合計

なし
28
13.1
19
8.9

149
69.2
65
30.4

再犯の有無と懲罰回数

再入の有無による受刑時の懲罰回数の違いを検討するため対応のないｔ検定
を実施した結果(表 6-7)，有意な差はなかった(t(101) =1.27,n.s.)。

表 6-7

再犯の有無と懲罰回数
再入なし(n=149)

懲罰回数

再入あり(n=65)

M

SD

M

SD

1.2

1.67

1.5

2.08

t値
1.27

n.s.

(7)

再犯の有無と職業訓練受講回数

再入の有無による受刑時の職業訓練受講回数の違いを検討するため対応のな
いｔ検定を実施した(t(201)= 3.24,p<0.01)。再入の有無による職業訓練受講回
数の平均値の差は有意であり，再入なしの方が，職業訓練受講回数が有意に多
かった(表 6-8)。

表 6-8

再犯の有無と職業訓練受講回数
再入あり(n=65)

再入なし(n=149)
職業訓練回数

M

SD

M

SD

t値

.56

.99

.22

.55

3.24**

p<.01*
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(8)

再入期間

再入までの期間に関しては，法務省が公表している犯罪白書の算定方法に準
じ，出所年を 1 年目として翌年の年末までに他施設に再入所した人員を 2 年目
とする集計方法を用いている。2008 年 9 月から 2016 年 3 月までの間に飲酒問
題指導を受講し，センターを出所した 214 名のうち 65 名がセンター出所後に
他施設へ再入していた。なお， 2 年以内が 41 名，3 年以内が 7 名，４年以内
が 11 名，5 年以内が 2 名，6 年以内が 3 名，7 年以内が 1 名であった。2 年以
内の再入者が 63.1%であり，再入した 65 名のうち半数以上が 2 年以内に再入
している状況であった(表 6-9)。また，カプランマイヤー推定法によって生存関
数を推定したものが図 3-1 である。センターを出所してから社会内で追跡され
た期間である観測期間の平均値は 589.43 日，最小値は 13 日，最大値は 1877
日であった。
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表 6-9

再入者の再入までの期間

再犯期間(年)
再犯人数
%

2年
41
63.1

3年
7
10.8

4年
11
16.9

5年
2
3.1

再入までの日数

図 3-1

他施設への再入期間に関する生存分析
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6年
3
4.6

7年
1
1.5

合計
65
100

(9)

メインプログラム受講後の再飲酒リスクの変化と再入状況

認知行動療法の手法を取り入れたメインプログラム受講によるアルコール再
飲酒リスクの変化が再入に影響するかどうかを確認した結果，酒害認識の欠如
において，受講前と受講後の差が 1 点高くなると，再入率が 1.270 倍になる
(p<.05)ことが，示された(表 6-10)。

表 6-10

ARRS 下位尺度得点のプログラム受講前後の差に関する Cox 比例ハ
ザードモデルによる回帰分析

共変量
出所時年齢
罪種（窃盗=0，非窃盗=1）
職業訓練回数
受講前後刺激脆弱性得点
受講前後感情面の問題得点
受講前後アルコールへの衝動性得点
受講前後酒害認識の欠如得点
受講前後アルコールへのポジティブ期待得点
*p <.05

(10)

B係数
-.014
.687
-.637
.049
.014
-.102
.239
.056

オッズ比
.986
1.987
.529
1.050
1.014
.903
1.270
1.058

標準誤差
.016
.406
.386
.056
.063
.135
.095
.142

Wald統計量
.780
2.861
2.722
.759
.050
.564
6.383
.159

p値
.377
.091
.099
.384
.823
.453
0.012*
.690

メンテナンスプログラム受講者と非メンテナンスプログラム受講者の再
入率

MP 受講群と MP 非受講群の生存関数が異なるかどうかを検証した結果，有
意な傾向を示しており，生存関数は受講群の方が非 MP 受講群よりも上方に位
置し，MP 受講群は，非 MP 受講群と比べて再犯率が低い傾向が示された(表 611,図 3-2)。
なお，MP 群と非 MP 群において，本プログラム受講後（つまり，メンテナ
ンスプログラム受講事前）の再飲酒リスク評価尺度(ARRS)の各下位尺度におい
て両群に有意な差はなかった(表 6-12)。他方，再飲酒リスク評価尺度(ARRS)の
項目のひとつである「自分は依存症だと思う」という項目に「あてはまる，や
やあてはまる」と回答をした者は，MP 群で 9 名であり，非 MP 群では 6 名で
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あった。χ2 検定を実施した結果，有意な差が認められた(χ2＝7.74，df＝2，

p<0.01)。そこで残差分析を行った結果，MP 群において「自分は依存症だと思
う」という項目に「あてはまる，ややあてはまる」と回答をした者が有意に多
い結果となった(表 6-13)。

表 6-11

Log Rank 検定による MP 受講群と MP 非受講群の推定再犯率

MP群(%)
93.3

非ＭＰ群(%)
78.3

χ

2

3.079

df

p値

1

0.079†
†p <.1

図 3-2 MP 群と非 MP 群の推定再犯率
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表 6-12

MP 群と非 MP 群におけるメンテナンスプログラム受講事前の再飲酒

リスク評価尺度(ARRS)の各下位尺度得点
MP群(n=15)
刺激脆弱性
感情面の問題
アルコールへの衝動性
酒害認識の欠如
アルコールへのポジティブ期待

非MP群(n=31)

M

SD

M

SD

15.5
12.7
3.5
8.6
5.0

5.40
3.54
0.83
2.03
3.16

13.7
12.4
3.4
9.6
5.4

4.60
2.95
0.88
1.80
1.78

t値
1.19
0.32
0.54
1.72
0.53

n.s.

表 6-13 MP 群と非 MP 群における本プログラム受修了時の再飲酒リスク評価
尺度(ARRS)の項目のひとつ（自分は依存症だと思う）のクロス集計
本プログラム修了時AR23(依存症だと思う） n=46
あてはまらない
あてはまる
どちらとも言えない
あまりあてはまらない
ややあてはまる
MP群
3
3
9
調整後標準化残差
1.8
0.9
‐2.8**
非MP群
15
10
6
調整後標準化残差
-1.8
-0.9
2.8**
計
18
13
15
２
**
χ (2)=7.74,p<.01

5.

計
15
31
46

考察
初入男性受刑者のうちアルコールの問題に焦点を当てた受講対象者の再入状

況について，再犯罪種，再犯時職業，年代別再入有無，出所事由別再入有無，
引受別再入有無，再入有無別懲罰回数，再入有無別職業訓練回数について検討
した結果，再入期間については，2 年以内再入者が最も多いことが明らかにな
った。犯罪白書(法務省，2019)によると，罪種にかかわらず全体としての 5 年
以内の再入率を入所度数別にみたところ，2 年以内の再入率について，入所 1
度の者の再入率は，7.7%であった。本研究の対象者の 2 年以内の再入率は 63.1%
であり，アルコールの問題を抱える受刑者は，短期間で再入に至る者が圧倒的
に多いことが示された。
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また，本研究の対象者について，再犯時の罪種別でみると，窃盗などの非暴
力的財産犯が最も多かった。犯罪白書(法務省，2019)では，5 年以内の再入率を
罪種別でみたところ，窃盗と覚せい剤は，他の罪種に比べて 2 年以内の再入率
が高く，窃盗が 23.3%，覚せい剤が 20.7%であり，比較的短期間で再入に至り
やすい罪種であることが示されている。アルコールの問題を抱える非暴力的財
産犯に対しては，依存の問題に焦点を当てつつ，窃盗に至る経緯を整理させる
とともに，出所後の生活の安定のための就労支援や社会資源の利用を検討させ
るなど，出所後，短期間で再入に至らないための包括的な処遇が必要と言える。
再入時の年代については，若年者よりも 60 代の者が有意に多かった。また，
再犯時の職業においても，不就労や不明な者が有意に多かった。加えて，受刑
中の職業訓練回数の有無による再入者数の平均に有意な差が見られた。年齢や
収入は，再犯に影響を与えるリスクとして報告されている(Bonta & Andrews，
2017)。また，亀山ら(2005)は，アルコール依存症者の長期経過に影響する因子
として，年齢，婚姻状態，医療費区分，就労の有無，社会的逸脱行動などの社
会的安定要因を報告している。受刑者において，出所後，アルコールにかかる
問題が改善されなければ，再犯のリスクも高まる可能性が示唆された。
また，出所事由や引受について，孤独は再飲酒のリスクになることが指摘さ
れていることから(松本ら，2011)，仮釈放者に比べ，満期釈放者の方が再入が
多いことが予想されたが，仮釈放者と満期釈放者について，再入者数に有意な
差はなかった。また，引受先の違いによる再入者数の違いにも有意な差はなか
った。かかる要因として，家族であれ施設であれ，引受先が決まっていたとし
ても，アルコールの問題を抱える出所者を受け入れる側の環境や認識に変化が
なければ，回復や再犯の抑止力とはなり難い点が推察される。アルコール依存
症者の飲酒の改善に影響を与えた要因について，アルコール依存症者自身の
93％が役に立ったと答えた「断酒会(AA)で他人の体験を聴いたこと」が，家族
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では 57.1%までに下がり，アルコール依存症者が「家族が助けてくれたこと」
など家族の影響を評価している一方で，家族自らが家族の影響について項目を
挙げることが少なかったと報告している(亀山ら，2005)。また，成瀬ら(2009)
は，アルコール・薬物問題を持つ人の家族の実態とニーズについての全国調査
から，当事者が断酒・断薬していても，当事者の健康問題・暴言暴力の問題，
経済的な問題などから，家族は身体的・精神的不調を来しており，精神科受診
を要する例も少なくなく，経済面でも厳しい状況にあると報告している。また，
このような家族が相談を受けるにも大きな困難を感じており，
「相談機関の情報
不足」「相談機関の不足」「偏見・世間体」などを理由として挙げていると報告
している。そして，家族は，保健所や精神保健福祉センター，医療機関などへ
相談するが，継続して関与しているのは断酒会，薬物家族会などの自助組織で
あり，これら家族グループに通い続けることで，当事者への対応が適切なもの
となり，家族のストレス状況が有意に改善していることを明らかにしている。
つまり，アルコールの問題を抱える出所者を引き受ける側に対する支援が不
足するとともに，アルコール依存症についての理解が不十分であれば，アルコ
ールの問題を抱える犯罪者に対する適切な対応ができず，環境面の問題が悪化
し，結局，再飲酒や再犯罪を引き起こす可能性が考えられる。このため，本人
のみならず，出所後の当事者を取り巻く人々への支援の充実が必要である。
また，認知行動療法の手法を取り入れたメインプログラム受講によるアルコ
ール再飲酒リスクの変化が再入に影響するかどうかを確認した結果，酒害認識
の欠如において，受講前と受講後の差が 1 点高くなると，再入率が 1.270 倍に
なる(p<.05)ことが示された。酒害認識の欠如とは，酒害(飲酒によりもたらされ
るネガティブな結果)について充分自覚できていない程度であり，「もし，酒を
飲んだら，仕事に影響が出ると思う(逆転項目)」，
「もし，酒を飲んだらすぐにま
ともな行動がとれなくなってしまうと思う(逆転項目)」，「もう少しだけでも酒
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を飲んだら飲み続けてしまうだろう(逆転項目)」，
「酒を飲んだら，落ち着かなさ
を感じると思う(逆転項目)」の 4 項目である。酒害に対する楽観的な捉え方が，
再飲酒や再犯罪に影響している可能性が示された。アルコール依存症について
は，
「否認の病」と呼ばれていることは知られており，自らの問題を軽く見積も
りやすい。実際に受講後の感想でも，
「体調も良く，体に悪いところもないから
もう大丈夫」，「今後はコントロールできる」という感想を聞くことがある。強
制的とは言え，受刑という形で断酒生活を数年続けているうちに，体調も回復
し，アルコールのない生活が維持できる状況となり，アルコール依存に対する
厳しい認識が抱けずにいることが考えられ，そうした点が，出所後の生活に影
響を及ぼす可能性がある。翻って考えると，酒害認識が自覚できれば，再入へ
の 抑 止 効 果 と な り 得 る と 言 え る 。 Serin ， Lloyd ， Helmus ， Derkzen &
Luong(2012)は，犯罪者の内的な変化と再犯の関連に関する先行研究を検討し
た結果，アルコールや薬物など物質乱用者の認知面のリスクへの介入による内
的変化が再犯に影響するが，短期間の介入では有効性が示されなかったと報告
している。また，Stein，Lebeau，Colby，Barnett，Golembeske，Monti(2011)
は，刑務所で実施されている，アルコール使用障害に対するブリーフ・インタ
ーベンション（生活習慣の行動変容を目指す短時間の行動カウンセリング）の
効果について，受講により，釈放後，3 か月間は飲酒の頻度が下がるが， 6 か
月後の追跡では，統制群と介入群において，違いがなかったと報告しており，
長期間における効果の持続には，より長い回数のセッションの必要性を指摘し
ている。先行研究からは，長期的かつ継続的な働きかけの必要性が指摘されて
いる。
なお，A センターで実施されている出所時まで受刑者が継続的に参加するメ
ンテナンスプログラム（AA ミーティング）と再入の関連を検討するため，MP
受講群と非 MP 群の再入率の違いを検討したところ，MP 受講群は，非 MP 受
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講群と比べて再入率が低い傾向が示されており，継続的な働き掛けの有効性が
示された。しかし，MP 群と非 MP 群においてメインプログラム修了時の再飲
酒リスク評尺度の各下位尺度得点に有意な差はなかったものの，
「自分は依存症
だと思う」という項目に関しては，MP 群の方が「あてはまる，ややあてはま
る」と回答している者が有意に多いことが明らかになった。つまり，依存症を
自覚できている者ほど自助グループへの参加につながりやすいことが示されて
おり，そうした対象者が，メンテナンスプログラムの参加を通して，問題の自
覚を維持し，出所後，再飲酒及び再犯罪のリスクを低下させていることが推察
される。他方，先行研究（Humphreys,2014）では，自己選択に起因しない AA
出席の増加は，3 か月後および 15 か月後の断酒日数の増加に有効であったこと
が報告されている。今後は，可能であれば，出所後の自助グループへの参加の
有無に関して聞き取り調査を実施し，自助グループへの参加のきっかけや継続
期間等を踏まえた再飲酒及び再入検討を実施することが必要である。
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第3章

総合考察
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第1節

研究によって得られた知見

本研究は，研究 1 において，アルコールの問題を有する初入男性受刑者の特
徴を検討するため，実態調査を行い，研究 2 では，アルコールの問題を有する
初入男性受刑者を対象とした刑事施設内で実施されるアルコールの問題に焦点
を当てたプログラムの効果検証を実施した。また，研究 3 では，アルコールの
問題を有する初入男性受刑者の再入状況とプログラム受講による再飲酒リスク
の変化と再入の関連について検討した。
研究 1 の結果，アルコールの問題を有する初入男性受刑者の特徴は，年齢層
が高く，学歴が低く，逮捕時無職が多く，罪種では窃盗が多かった。成人中期
に至ってもなお，生活の基盤が安定しておらず，社会的経済的に困難な状況で
あることが犯罪を後押している事例が多いと考えられる。この結果は，先行研
究で明らかになった「生活困窮窃盗等事犯者」と同様の特徴が示された。また，
アルコールの問題に目を向けると，アルコール依存症者の予後に影響を及ぼす
社会的及び経済的因子のうち，就労に関して，先行研究の飲酒群と同様に無職
の者が多いという特徴を示した。
次に，研究 2 では，刑事施設内で実施されるアルコールの問題に焦点を当て
たプログラムの効果検証を実施した。研究実施上のいくつかの限界があったも
のの，介入群は対照群と比べ，薬物・アルコール依存に対する問題意識と治療
に対する動機付けの程度を評価するための SOCRATES-8A の下位尺度である
病識と実行が有意に上昇した。また，多次元的に再飲酒のリスクを評価する
ARRS の下位尺度である刺激脆弱性得点も対照群に比べ介入群は，受講前後で
有意に得点が低下した。加えて，飲酒に対する欲求が生じた時の対処行動にど
れくらいの自信，または自己効力感を持っているかを測定するアルコール依存
に対する自己効力感尺度の全般的な自己効力感，個別的な自己効力感ともに対
照群に比べ介入群は，受講前後で有意に得点が上昇した。プログラム受講がア
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ルコールへの依存について自覚の乏しい対象者に対し，飲酒の問題への自覚を
促し，自分は変われるといった自信を持つ，変化への動機を高める効果がある
ことが示された。
先行研究において，動機付け面接(Motivational Interviewing)は，アルコー
ル使用障害を有する DUI や保護観察所で実施されたプログラムにおいて再犯
の抑止効果があったと報告されている(Miller,Day & Droste，2015；Birch ,
McGovern, Birch, O’Neill , Kaner ,Sondhi & Lynch ，2016)。一方で，短期間
の介入の効果は，長く持続しなかったことも報告されている(Stein，Lebeau,
Colby，Barnett，Golembeske & Monti，2011)。
また，アルコール使用の減少のために最も活用されている介入方法である認
知行動療法(UKATT Research Team，2005)が，アメリカやイギリスの司法制
度下では，アルコールと犯罪の関係を断ち切る共通の方法として取り入れられ
ていると報告されている(Needham,Gummerum,Mandeville-Norden,Rakestr
ow,Mewse,Barnes & Hanoch，2015)。先行研究を踏まえると，本研究で示さ
れた受刑中のプログラム受講によって高まったアルコールの問題に対処する自
信や変化することへの動機を維持し，行動の改善を図るためには，段階的なプ
ログラムへの編入が必要と考えられる。つまり，問題への自覚をうながし，そ
の上で断酒するための具体的なスキルや断酒を継続していくためのスキル(リ
ラプス防止スキル)を学ぶことが有効であると言える。こうした流れは当然そ
うあるべきことだが，犯罪者に対する介入については，ドロップアウトの問題
が大きく(Bonta＆ Andrews，2017)，アルコールの問題に係るプログラムに
最後まで参加した者とそうでない者では，修了できなかった者の方が高い再犯
率であったことが報告されている(Hollin,McGuire,Hounsome,Hatcher,Bilby
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& Palmer，2008；Palmer,Hatcher,McGuire,Bilby,Ayres & Hollin，2011；
Wormwith & Olver，2002)。受刑中は，強制的なプログラム参加であるた
め，ドロップアウトすることは，ほとんどないものの，出所後の環境や心境の
変化に伴い，その可能性は高くなると言え，持続可能な形での働き掛けの在り
方について検討する必要がある。
最後に，研究 3 ではアルコールの問題を有する初入男性受刑者の再入状況と
プログラム受講による再飲酒リスクの変化と再入の関連について検討した結果，
アルコールの問題を抱える受刑者は，短期間で再入に至る者が多いという特徴
が示された。また，再犯時の罪種別でみると，窃盗などの非暴力的財産犯が最
も多く，再犯時の職業においても，不就労や不明な者が有意に多かった。また，
再入時の年代については，若年者よりも 60 代の者が有意に多かった。先行研究
(亀山ら，2005)では，アルコール依存症者の長期経過に影響する因子として，
年齢，婚姻状態，医療費区分，就労の有無，社会的逸脱行動などの社会的安定
要因を報告している。これらの要因のいくつかは，犯罪のリスク要因と重なる
部分がある。また，孤独は再飲酒のリスクになることが指摘されていることか
ら(松本ら，2011)，仮釈放者に比べ，満期釈放者の方が再入が多いことが予想
されたが，仮釈放者と満期釈放者について，再入者数に有意な差はなかった。
加えて，引受先の違いによる再入者数の違いにも有意な差がなかったことから，
引受先が確保されても，アルコールの問題を抱える出所者を引き受ける側に対
する支援が不足し，アルコール依存症についての理解が不十分であれば，アル
コールの問題を抱える犯罪者への適切な対応ができず，環境面の問題が悪化し，
結局，再飲酒や再犯罪を引き起こす可能性が示唆された。本人のみならず，出
所後の当事者を取り巻く人々への支援の充実が予後に大きく影響すると考えら
れる。
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なお，研究 2 の結果と研究 3 における，プログラム受講前後での変化と再入
への影響の結果を検討すると，研究 2 では，介入群において，アルコールの再
飲酒リスクとなる刺激脆弱性が有意に低下しており，状況次第（目の前に酒が
ある時・誘われた時・ひとりでいる時）で酒を飲んでしまう刺激に対する反応
性の変化が確認された。大谷(2017)は，依存物質再使用リスク測度の潜在的指
標を用いた改良及び治療応用において，潜在指標(IAT 等)を用いた依存物質再
使用の予測力は比較的短期に限られる可能性があるのに対して，再飲酒リスク
評価尺度の刺激脆弱性は，一貫して再飲酒への予測力を維持していると報告し
ており，プログラム受講による刺激脆弱性の低下は，出所後の再飲酒リスクの
低減を予測している可能性が示唆される。なお，本研究のプログラムでは，過
去の経験を用いて，飲酒に至る状況の整理や飲酒に結びつきやすい考え方の特
徴，またそうした時の対処法について検討を重ねており，そうした取組の結果，
飲酒に及びやすい状況に対する備えが出来たと考えられる。一方，酒害認識の
欠如に関しては，研究 2 においてプログラム受講による変化が有意ではなかっ
たが，プログラム受講前後での変化が再入に影響を与える項目であった。プロ
グラム受講により否認が強まる受刑者が，どのような特徴を有するのか検討す
る必要がある。
Prochaska & DiClemente(1982)は，行動変容に関する多理論統合モデル
(trancetheoretical model)を提唱し，患者は否認の状態から直面化や底つきに
よって一挙に回復へと転じるのではなく，むしろ物質乱用がもたらす長所と短
所を自ら評価し，迷いながら段階を経てそれまでの物質使用行動を変えていく
と述べている。患者の行動変容には，問題を意識せず，行動を変える意図が全
く無い「前熟慮期」から始まり，自らの行動がもたらす長所と短所を自覚して，
迷いが生じる「熟慮期」，現状と理想が乖離していることに気づき，変化への選
択を考えだす「準備・決断期」，実際に変化に向けた行動をとり始める「実行期」，
78

変化が止まらぬように努力を続ける「維持期」に至る 5 段階が認められ，物質
使用障害者では，再発のたびに段階を前後することがあり得ると論じている。
本研究の対象者は，プログラム受講前の「前熟慮期」から，プログラム受講
を通して，
「熟慮期」または「準備・決断期」に位置すると考えられる。上述の
とおり，受刑中は，プログラムで学んだスキルを実践する機会がないことから，
出所後に「実行期」に至り，社会生活の中で，失敗や成功する経験を通して酒
害についてあらためて実感すると考えられる。介入による個人の内的変化が再
犯罪に影響することはすでに報告されている(Serin，Lloyd，Helmus，Derkzen
& Luong，2012)が，本研究では，プログラム受講によりアルコールの再飲酒リ
スクとなる刺激脆弱性が対照群に比べ介入群において有意に変化したものの，
刺激脆弱性の変化の再入への影響は認められなかった。すなわち，飲酒に及び
やすい状況に対する準備性が高まっても，酒害に対する認識が変化しなければ，
再飲酒及び再入の可能性が高くなると考えられる。刑務所内でのプログラム受
講は，あくまでアルコールが身近にない状況で，過去の経験を振り返る内容で
あり，実際に飲酒欲求が生じる状況で，学習したスキルを用いることができず，
失敗や成功を実感できない点は限界と言える。
また，本プログラム受講後に本人の希望により出所時まで参加する MP 受講
者は，再飲酒リスクである刺激脆弱性の低下や変化への動機を維持した状態で
出所することが明らかになり，MP 受講者は，非受講者に比べ，再入率が低い
ことが示された。
本研究での対象者は少数であるという限界はあるが，継続的な働き掛けの有
効性が示唆されたことから，受刑中・出所時・出所後まで切れ目のない介入が，
再飲酒及び再犯への抑止となり得ると考えられる。現在，仮釈放になった者は
保護観察所において，アルコールに関するプログラムを指定される場合がある。
こうした関連機関と情報を共有し，本人の段階を把握しつつ，円滑な社会移行
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ができるよう働き掛けることが必要と言える。

第2節

本研究の意義

本研究では，初入男性受刑者を対象としたアルコールの問題に焦点を当てた
プログラムの有効性について検討し，いくつかの特徴を示した。プログラム受
講対象者は，刑事施設内で初めてアルコールの問題に向き合う場合が多く，自
らの問題を自覚できていない「否認」に近い心理状態にある人々が多いものの，
プログラム受講が，認知面での変化を促す一助となることが示唆された。森田
(2007)は，刑務所における薬物依存症者に対する認知行動療法の開発にあたっ
て，薬物の問題は，違法行為でありながら，一方ではコントロールが難しい依
存症という側面をもっており，厳しい処罰と同時に依存症から脱却する方法を
指導するという統合的な働き掛けが必要と指摘している。 また， Khantzian
(2008:松本訳，2013)は，人が依存症に罹患するのは，依存物質の快楽がもたら
す報酬だけでなく，苦痛の軽減という報酬にもよるところがあるということを
理解しておく必要があると述べている。飲酒に関しては，行為自体は違法では
ないものの，犯罪の背景にアルコールの問題を抱えている受刑者の特徴に応じ
て，受刑中からアルコール依存に対する疾病教育や不適切な飲酒行動に対する
適切な対処法を検討させること，また就労支援や福祉的な調整等環境に働き掛
けることが，生活の安定や再犯罪の予防に結び付くものと考えられる。

第3節

本研究の限界と今後の展望

本研究は，出所後の再飲酒状況が確認できなかったため，再飲酒と再犯の関
連については検討できていない点は限界である。対象者によっては，仮釈放時
の遵守事項として断酒を指示され，違反した場合は再収容される場合もあるが
事実認定の難しさがあり，再飲酒が即再収容とはならないのが実情である。飲
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酒自体は，犯罪ではないことから，再飲酒の時期や状況を特定することは難し
いものの，今後の課題として，再入者に聞き取り調査を実施するなどして，再
飲酒と再犯の関連についても検討する必要がある。
また，本研究は単一施設での調査であり，初入男性受刑者のみを対象として
いる。飲酒と再犯の関連や予防のあり方を検討するうえでも累犯受刑者(いわゆ
る再入受刑者)や女性受刑者に対する効果の検証も必要であることに加えて，国
が実施しているアルコール依存回復プログラムの効果との比較検討ができてい
ない点は限界と言える。加えて，本研究の対象者は，専門職による面接により
飲酒の程度を把握し，事件の要因も含めて飲酒問題指導受講を決定しているが，
厳密なアセスメントが不十分と言える。対象者の特徴や回復の段階を把握した
上で働き掛けることが重要と言える。
また，MP 受講者の再飲酒リスクと再入率を検討した結果，MP 受講者は，
非 MP 受講者に比べ，再入率が低いことが示されたが，依存症であると自覚し
ている者の方がメンテナンスプログラムに参加しており，そうした点が再入率
に影響を及ぼしている可能性がある。なお，先行研究では，自己判断に起因し
ない自助グループ参加においても，断酒日数の増加に有効であったことが示さ
れていることから，メンテナンスプログラム導入の形態について今後検討し，
継続的な働き掛けの効果について更に検討する必要が示唆された。
なお，薬物事犯に関しては，2016 年より刑の一部執行猶予制度が施行され刑
の一部を社会内で執行することにより改善・更生を図る政策的取組が実施され
ている。この制度により，従来，受刑後に保護観察所が関わる期間は，対象者
のほとんどが 6 か月以内であったものが， 1 年以上 5 年以内となり，比較的長
期にわたり薬物依存の問題を抱える出所者への働き掛けが可能となっている。
アルコールの問題を抱える犯罪者についても，罪種にもよるが，依存という問
題に焦点を当て，社会内において本人のみでなく本人を取り巻く環境の調整も
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含めて包括的に働き掛ける機会を長期的に設けることが改善・更生に寄与する
ものと考えられる。
依存症の回復に関しては，動機付けの段階が螺旋状に変化していく(妹尾，
2007)と言われている。アルコールの問題を抱える受刑者も再犯に至るまでに
は，そうした経過をたどるものと考えられる。今後の課題として，アルコール
の問題を抱える受刑者の出所後の生活状況や飲酒状況，また再犯に至る経緯に
ついて聞取り調査を実施し，リスクを把握するとともに，関係機関と連携し，
出所後の適切な指導の在り方や出所者を取り巻く人々へのサポートの充実を図
ることが必要と言える。

第4節

結語

本研究では，アルコールの問題を有する初犯男性受刑者の特徴を明らかにし
た上で，再入状況を分析した。出所後の再飲酒状況が確認できなかったことに
加え，単一施設での実施という限界はあるものの，アルコールを有する受刑者
についての基礎的な資料を示すことができた。
また，刑務所で実施されているアルコールの問題に焦点を当てたプログラム
の有効性について検証した結果，対象者は，スクリーニングテストの結果，ア
ルコール依存症の疑い域であっても，本人自身が問題を自覚できていない場合
が多いが，プログラム受講により，自分は変われるといった変化への動機を高
める効果が認められた。
一方，プログラム受講の変化と再入の関連を検討した結果，プログラム受講
による変化が認められた刺激への脆弱性は，再入に影響しておらず，酒害認識
の欠如が影響していた。この結果から，飲酒に及びやすい状況に対する準備性
が高まっても，酒害に対する認識が変化しなければ再入に至りやすい可能性が
示唆された。刑務所プログラムの実施に関しては，本人の理解度や罪種，問題
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への自覚の程度など対象者の特徴に応じてグループを分けて実施することで更
なる効果が期待されるため，改善の余地があると言える。
上述のようにいくつかの限界があるものの，アルコールの問題を有する受刑
者への介入により，問題への自覚を促し，改善への動機を高めることは，出所
後の生活への前向きな気持ちを維持するために有用と言えよう。また，自分自
身の問題を受け入れ，周囲に与えた影響を実感することで慰謝の念を抱くもの
と思われる。刑務所で実施されるプログラムが，新たな人生を始める橋渡しの
役割として機能することが望まれるとともに，より効果的で包括的な関わりが
必要であることが示唆された。

利益相反
本研究において，開示するべき利益相反関係にある企業・団体はない。
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