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研究成果の概要（和文）：知見を要約すれば，１）裁判官は裁判員発言について一定の発言整序を行う志向があ
る．２）評議における法と常識との相互作用がある．３）裁判員と裁判官との間には談話上の非対称的な関係が
ある．相互行為のデザインに着目することで負の非対称性を緩和することが可能である．４）評議相互行為にお
ける順番交替に注目することで裁判員の意見表明しやすさについて体系的なメカニズムを解明できる．５）日常
会話との比較における評議会話の相互行為上の諸特徴を特定できる．６）評議における常識的知識を援用する実
践的推論の方法と法的帰結との関連性がある．７）裁判員は法廷で諸情報を常識的推論により物語的に構成する
こと，である．

研究成果の概要（英文）：Our research produced the following 7 results: 1)Professional judges tend to
 be oriented towards controlling lay-judges' discourse; 2)interactions exist between law and 
commonsense reasoning; 3)asymmetrical relations exist between pro-judges and lay-judges, 4)
systematic analysis of readiness and availability of lay-judges' expression of opinion can be 
examined by attending to the characteristics of turns-at-talk in the deliberation; 5)interactional 
features of deliberation conversation was identified; 6)the relationship between commonsense 
knowledge and reasoning, and legal consequences; 7)narrative construction by lay judges with use of 
commonsense knowledge was examined and specified. 

研究分野： 法社会学

キーワード： 法社会学　エスノメソドロジー　裁判員評議　会話分析　相互行為分析
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１．研究開始当初の背景 

法的決定への市民参加の動向は，英米・欧

州での陪審制度，参審制度をはじめとして，アジ

ア諸国にも大きく広がっている．その中で日本の

裁判員制度が導入されて数年が経過し，制度の

評価が真剣に求められているものの，制度の核

心である評議についての研究はごく少ない．研

究の多くは，歴史的研究か法律学的な手続きと

制度の解釈論である．経験的研究としては制度

導入前に法曹三者が実施した模擬裁判データ

の一部を利用しものなどがあるのみであった．し

かしこれまでの経験的研究は，ごく少数である上

に，裁判員と裁判官の発話の量的特徴を鳥瞰

するためには有益だが，評議コミュニケーション

を会話の文脈に即して内在的に理解することは

できない大きな弱点があった． 

 

２．研究の目的 

 本研究の目的は，裁判員制度の（模擬）評議

における裁判員と裁判官との実際のコミュニケー

ションを分析し，評議に主張や議論が行われて

法的合意が生み出される実際のプロセスのメカ

ニズムと構造の特徴を発見することにある．研究

法は，（１）模擬裁判における評議場面を録音録

画し詳細なトランスクリプトを作成し社会学にお

けるエスノメソドロジー・会話分析（相互行為分

析）の方法により評議コミュニケーションを文脈

に即して内在的に分析する．同時に，（２）評議

における法律実務家の志向を理解するために，

評議経験のある元裁判官に面接調査を実施す

るとともに，法科大学院での臨床教育の参与観

察を実施する．以上により統合的に評議におけ

る裁判員と裁判官との議論と思考の方法を特定

して，よりよい評議コミュニケーションのあり方へ

の示唆を行うことである． 

 

３．研究の方法 

こうした，従来の裁判員や陪審研究（法システム

における市民の法的判断についての研究）に欠

如してきた，評議の質的研究のために有益なア

プローチとして，社会学で生まれたエスノメソドロ

ジーと会話分析による，相互行為論的法社会学

の方法論がある．このアプローチは，評議の参

加者たちが実際に行う自然な会話（相互行為）

を録音・録画して，そこから詳細なトランスクリプト

を作成し，それらのデータを精査することによっ

て，評議の参加者たちの発言のやりとりのなかで，

リアルタイムに，どのような相互行為の意味秩序

が生成し，それがどのような帰結を生み出すの

かを，評議参加者たちの視点から，厳密かつ系

統的に分析・記述するものである．裁判員評議

については実際の評議データを取得できないが，

次善の策として模擬評議データを利用すること

で，裁判員と裁判官との評議の相互行為におけ

る発言のやり取り（視線，ジェスチャーなどを含

む）を分析して，有益な経験科学的知見を導出

することができる． 

 

４．研究成果 

 相互行為分析の観点からは，評議は参与者

（裁判官，裁判員）による協働的な相互行為によ

って法的決定の秩序が生み出される生きた実践

のプロセスである．この観点から，本研究知見を

勘案すれば，以下のような諸問題に光を当てる

ことができた．（１）裁判官は裁判員の発言を促

す努力をするとともに一定の発言整序を行う志

向をもつこと，（２）評議上で持ち出されるカテゴ

リーに着目して評議における法と常識との相互

作用のあり方を考察できること，（３）裁判員と裁

判官との間には談話上の非対称的な関係が生

まれる可能性があるが，相互行為のデザインに

着目することで負の非対称性を緩和することが

可能であること，（４）評議相互行為における順

番交替に注目することで裁判員の意見表明しや

すさについて体系的なメカニズムを解明し裁判

員が意見を述べやすく意見が尊重される談話上

の環境を考案できること，（５）日常会話との比較

における評議会話の相互行為上の諸特徴を特

定できること、（６）評議における常識的知識を援

用する実践的推論の方法と法的帰結との関連



性を解明すること，（７）裁判員は法廷で諸情報

を常識的推論により物語的に構成すること，など

である． 

さらに，評議コミュニケーションについての本

研究は，さらに次のような示唆を持つ．A.評議の

相互行為分析と「法実務家の実践的志向」につ

いての面接調査・参与観察研究とを統合，つま

り，言説の分析と行為の系統的観察とを統合的

に利用し，裁判員と裁判官両方の行為特性を理

解することがより良く理解できること．Ｂ.分析方法

論を共有しつつ，法社会学，社会学，言語学と

いう異なる分野における専門的分析技能と知識

とを超領野的に利用することで大きな成果が合

があること，である． 
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