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1.  午後のワークショップの1つ 「日本の
供述分析のいまー供述分析の最前線と
その可能性」 

2.  法と心理学会11回大会 午前のワークショップは「「司法事故調
査」的事例研究への心理的アプローチ」 

3.  「この事務局弁護士チームの費用は、弁護士会が持てばいい」っ
て，なぜ？必要な費用は国が出すべきでしょ。 http://news.
livedoor.com/article/detail/5066360/ 

4.  裁判所だと権限外でも，受け取った書類をどうにかしないといけな
いので，不適法却下とすることが多いと思いますが， 検審は申立書
をシュレッダーにかけてしまいますかね？　RT @crusing21: 検察
審査会に異議を受け付けたり、対応する権限はありませんので無視
するしかないのでは？ 
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about 4 hours ago via Echofon 

about 7 hours ago via Echofon 

7:29 PM Oct 12th via web 

11:49 PM Oct 6th via ついっぷる/twipple 

●     Name 山本健一/
KenichiYamamoto

●     Location 東京都千代田区
●     Bio 東京都で弁護士をして
います。地裁で民事調停官と
して4年間勤務しました。
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5.  指定弁護士以前に，異議は検察審査会に対してでしょうから，検審
がどう扱うのでしょうか？法にないからと無視するのか？棄却か却
下かするのか？ RT @crusing21:…但し、検察審査会法上認められ
ている訳ではありませんので指定弁護士がどう対応するか注目され
ます。 

6.  検察は，過失なら証拠品を改変してしまっても問題ない・そのこと
を言わなくても良い，という発想をするんだね　証拠改ざん：前部
長ら「過失だと分かりやすく書け」 - 毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.
co/hSh7VYO via @mainichijpnews 

7.  証拠を見ているわけではないけど，有罪っていうのは変じゃないか
と感じていたので，上告断念でメデタシメデタシかな　http://
www.47news.jp/CN/201009/CN2010093001000355.html 

8.  政治的な理由から釈放というのは，あり得る手段だろうけど，やり
方とか時期とか，現場無視って感じてしまうなあ。 

9.  逮捕させておいて，後から釈放とは…しかも検察官を前面に出して
自分たちは逃げるって…今の政権は疑問符だらけだ？？？？海保も
検察も，これじゃやってられないだろうなぁ 

10.  @amneris84 弁護士はちょくちょく，隠滅する証拠がないのに隠滅
のおそれがあるという理由で勾留され・保釈が不許可となるので，
つい，隠滅のおそれはないと言ってしまうんだと思います。この件
は故意等が問題になっているので，隠滅のおそれはあるとされるで
しょうね。 

11.  他に削れる予算はないのか？人事院勧告制度は憲法問題なんだけ
ど，ことの重大性が分かっているのか？　片山総務相：蓮舫担当相
と会談　公務員給与、早期に結論 - 毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.
co/d6M2PU0 via @mainichijpnews 

12.  可視化は当然のことだろうね。もっとも，いわゆる「取調べの可視
化」でこれが分かっただろうか？？　特捜証拠改ざん：「可視化実
現を」の声　主任検事逮捕受け - 毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/
qQSwFvj via @mainichijpnews 

13.  この記事にあるコメントからすると，検察は前田検事の個人的な問
題という方向で終わらせるつもりかね(`´)/ 郵便不正事件：正義見
失った敏腕　特捜検事逮捕 - 毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/
Bi91BOr via @mainichijpnews 

14.  ladygaga A Message from Lady Gaga to the US Senate http://
www.youtube.com/watch?v=GG5VK2lquEc 

11:36 PM Oct 6th via ついっぷる/twipple 

12:35 AM Oct 2nd via Tweet Button 

2:48 AM Sep 30th via web 

6:45 PM Sep 24th via web 

6:44 PM Sep 24th via web 

6:37 PM Sep 23rd via web in reply to amneris84

7:25 AM Sep 22nd via Tweet Button 

7:22 AM Sep 22nd via Tweet Button 

6:59 PM Sep 21st via Tweet Button 

3:58 AM Sep 17th via Twitter for BlackBerry® 
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15.  相変わらず揺れ動いているなあ 国家戦略室：政策立案・調整の司令
塔に　玄葉担当相 - 毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/9M2aTCx 
via @mainichijpnews 

16.  廃棄しちゃうことが適性管理か？取調べを可視化して証拠能力・証
明力を担保するために保存する必要があると思わないのか？　郵便
不正：「メモ廃棄」は通知無視　最高検が管理指示 - 毎日ｊｐ(毎
日新聞) http://t.co/QbiDQyZ via @mainichijpnews 

17.  検察審査会の審査補助員…結論がどっちになっても叩かれるだろう
から，大変だな。 

18.  RT 名張毒ぶどう酒事件：農薬の再鑑定…高裁が実施方針 - 毎日ｊ
ｐ(毎日新聞) http://t.co/6ebRoip via @mainichijpnews 

19.  「生命を絶つ極めて厳粛な場」って，死刑を言い渡す法廷だって極
めて厳粛な場なんじゃないのか？　法務省：東京拘置所の刑場を初
公開　死刑議論の喚起狙う - 毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/
Tnti0yA via @mainichijpnews 

20.  弁護士には見せてくれないのかね？　法務省：東京拘置所の刑場を
初公開　死刑議論の喚起狙う - 毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/
Tnti0yA via @mainichijpnews 
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