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第i章　本稿の§的

　筆者は、前編の駿人尋羅鰯農の心遷学的考察」樹において、証人尋問の機

籠のうち、事実認定の正確姓の衡麟のみに着籍した考察を行なった．しかし、

現実の訴訟の場においては、当該手続講造が、事実認定の正確姓といった、い

わば手続の客観的な綴癒のみならず、当事者あるいはその手続の観察者の満足

感や手続結果への霰鍵盤といった主観的な嚢1藩にも影響を与え得ることが以前

から認識されている。

　たとえば、当事者主義訴訟の長翫の一つとして、罫当事者主義は、当事者に

満廷のいく鮭果をもたらす」といった旨の振欝2｝が存在するし、また尋闘の場

においても、当事者の納得を得るには交互尋賜の方がふさわしいのではない

か鋤、あるいは、実務上、「当事者に最後に納得させる意練で嘉事者尋闘を行
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なう」働といった指摘は、事実認定の更確姓とは異なる嘉事者の主観的な翻錘

にかかわる指摘ととらえることができる。

　か鯵に、これらの捲摘が事実であるとすれば、当事者主義構造を徹底する

ことは、当事者の覇淡に薄する綴縫性や満足度を高めることによって、覇決

の執行牲を高め、控訴事件を減らすという訴訟政策、と姓ましい結果をもたらす

し、蓬人尋閤の場においても、事実認定の結果に射する満廷度を高め、証麺申

請の数を低下させたり、融解成立の可能性を高める、といった効果が嬬待され

る㈲。その意味で、手続が当事者の主観的な灘露に与える影響は、訴訟運営を

考えるにあたっても一つの重要な考察点になりうる。

　そのような訴訟運営という実際的な撹点に換え、遷念的な鰹藤からみた場合

にも、この手続構造潜もつ主観的な影響力を考察することは、意義のあること

といえる。これまで一般に罫裁判官は法に事実を当てはめ結論（醤決／を導くま

という命題が述べられてきたが、この命題がそのままでの形で実務に当てはま

るとすれ’ば、そこにおいて人々を納得させ、結論を受容させるものは、ドグマ

テッシュな法解萩と正確な事実の認定という点に醸られてくる。そこでは市民

生活により妥当する法解毅と、予簸や偏見を群除した効率的な事実の認定の実

理のみが、訴訟における主要な課題となる。しかし、この考えに帰しては、す

でに壁ア夢ズム法学の立場から幾醤が換えられているのは周知の点である働。

そして、かつての夢ア夢ストのような懐疑譲に陥らないまでも、今蔭の裁覇実

務はいくつかの点から、上述の命題に沿った考えのみでは当事者を説得しきれ

ない開題状混に直籐していると考えられる。

　第一一に、裁物における事実認定は、自然科学における諭達的な証絹とは異な

り、歴史的証瞬であり、いくつかの解綬の余地を残す横薄的な証萌でしか有鯵

得ない紛。しかも、隈られた資材しか有しない私人が謹i鑓資料を提供する民事

訴訟においてはその繧癖がいっそう大きく、そもそも完全な護鱗を望めない露

がある麟．その意鞍で、事実の歪確性を覇決の更当盤や説得力の籔擁とする事

には一定の猿舞が存在するといえる働。この傾向は場代の複雑な桂会麗係にお
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いては、いっそう大きいと考えられる。さらに第二点は、近時の桂会環境の急

速な発展が、多様な権霧の発生を生みだし、紛争解決にあたって繭もって判擬

幾籠を完壁な形で提示することを露難にしている｛すなわち、霧籔趨範麺棒が

纒々の紛争解決を通じて、後追い的に形成される面が鐵てきている・という点

である㈹。したがって、そこには裁判において適駕すべき購確な基準が存在

しないという母籠姓が生じて来るのである。そして、理想的な状態においては

上の二つの開題点をある程度克服し得るとしても、以上のような状溌に簾えて、

それが一定の暗闘的な舞納および私人閥での資力の張界のなかで行なわれなく

てはならない点を考えると、後来のような方向での理想的な紛争解決はむずか

しいといえる．

　上遠のような現象が存在するとしたら、紛争解決を§的とする訴訟において

は、単に蓬確な事実認定と適饗な法適矯という擬点のみではなく、当該訴訟が

実質的な紛争の解溝のために、いかに当事者の要求にかなう形態での事件麺運

をなしているかという点が重要な関心事とな叶うる．すなわち、多少極蟻な表

理を篤いるならば、邊密な法解萩や箆確な事実認定が十分な影で示し得ない場

合であっても、訴訟損なお全体として満足のいく解決を与えるか否か、という

点が遅念的にも一つの重要な縫心事にな疹うるといえる｛鱗。

　ところで、以、とのような紛争解淡手続過程における主観的な綴藤の瞬題に隣

達して、近時、アメ夢力においては、「どのような手続が当事煮の歪義感覚に

合致するのか」という手続的斑義に絶する心遷学的な藩究が数多くなされてい

る｛泌。その遍程においては、手続構造が紛争当事者にあたえる種々の心遅的

影響、とりわけ手続麗与がもたらす種々の鶴果ぶ競らかにされてきている・そ

こで、本稿では、主に訴訟運営．との観点を中心に、それらの硬究の成果を紹介

するとともに、その威栗を基礎に、わが醗の尋購麟度に記する分析を粧え、今

後のよ珍よい運営のための示唆を求めることにする．

　なお、本穣で考察する手続関与が当事者の主観的な鰐轟に与える影響は、証

人尋薦の場面に罎らず、訴訟の蔭的論や訴訟手続一般、とくに韓頭弁論の機能
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にも深くかかわる鷺題でもある（鋤．しかし．それら訴訟手続全般に隣する考

察は今後の課題にすることとして、今羅は、証人尋懸を中心にした考察を試み

ることにする。離囲の論稿が甕確な事実認定という、いわば軒手続の客観的な

灘翻に記する考察であったのに零し、本稿は手続が当事者の心理に及ぼす影

響といった、いわば薪手続の主観的な綴画に蝿する考察である。その意駿で、

本稿は、蕪稿の客観的な考察に換えて主観的な考察をなすものであ甑前編の

補論を購威するものである．

　以下、第2章においては、アメ撃力における手続縫与に臠する縫会心礫学的

な砺究の成果を紹介し、第3章では、それらの成果の証人尋聡鰯痩に封ずる意

義の検討をなす。第4章においては、前章までの検討からのわが蟹の証人尋問

麟度への示唆を探ることにする。

（il播稿ダ証人尋潤麟度の心礫学的考察（一）（二〉（三・完擁法学溌巻5懸欝3頁

　以下、52巻i暑叙頁以下、4号29頁以下。

麟　銀甲成絹ゼ法的懇懇の総代的課題ま神奈綴法学婁7巻i号86頁、瞬罫訴訟法理

　譲への法哲学的縫心覚え書まジュ婆ストア56号越i頁参懇。羅頭弁論におけるそ

　のような灘面に臠しては、竜寄書勤r露幾のための罠事訴訟（上唇霧鰍タイム

　ズ450頁参窯。

麟　中根宏F当事者からみた証人尋織麹酸と正義鍛巻5号鱒頁、本聡義落ダ証

　人尋問に絶する講波上の縫題点　　姥鮫法釣視点から一ゴ露繕と蕉義鍍巻5

　号7§頁。

瞬　プラクティス醗究会耀謹人尋縫・盛事者尋溺・鑑定・謹縫保全につ》・て薩の

　（一挺（倉鐙発蓋〉法の支麓34巻73頁、岡（出本発言）岡鋭頁。

鯨　搬瀬教授は、満足のいく紛争解映の効果として、当事者や縫係者が納得する

　点、解決案に裏事者が従う蓋然性が臨まる点、裁報鰹痩の安定をもたらす点を

　あげている。機瀬孝雄職親受容遍程の構造分衝（一〉達法学論叢鎗8巻2畢2頁。

麟　墾ア墾ズム法学の機要については、B．」．ジョージ／平野龍一／瞬富裕編’経

　験法学入鍔（i㈱〉簸7頁以下、撫藤新平・法哲学機譲（欝76〉2齢頁以下参照。

麟　新堂幸電・淫事訴訟法第二蔽33§頁。鈴本重醤軒談叢の証瞬力の評優3白襲と
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　亙義3重巻5号57頁など。

織　この繧海は、薩療過誤講談や公害訴訟などの現代型の訴訟において一段と顕

　著になってきている。

191この、点に騰達して聾上教授は、蚤事者主義の手続源則の下では実体的真実の

　発見はそもそも漫事訴訟手続にそぐわない点を捲摘される。拝上治典「訴訟の

　役麟ま岩鏡基本法学8巻蔦3頁。また．機瀬教授は、そもそも簸擁調べに崖て菜

　る事実は流動的なものであ静、僅々の事実の分離された信憑縫を争う形で獲得

　され，るというよ鯵も、全体のコンテクストの串から獲得される健質めものであ

　るとされる。機瀬孝雄・本人誘訟の審理構造鞭989〉i7§頁。、

舗　その代表的な捲擁として、谷澱安平「手続釣正義墨岩波基本法学8巻鶴翼。

鱒　そもそも、このような当事者の主観的な儲面を瞬題にすることは、裁覇4〉§

　的からすれば二義的なものである、あるい濾、盛事者の心遅は不安定なもので

　訴訟政策の基準となしえないといった撹覇が考えられる。その点に臠しては、

　たしかに、訴訟政策を考える上で、当事者の感覚のみを最優先のものと考え、

　当事者が姓む手続であればそれでよいとする考えには疑懇がある。しかし、こ

　れまでの遜念的な考え方には本文で示したような限罫があ甑かつ少なくとも、

　経験的に醜遠のメ婆ットが捲摘されている事実を考えれば、ここにおいて当事

　考の主観的な灘灘に響いての分観を行い、今後の誘訟運営や訴訟政策の一つの

　参考とすることは、決して無益なことではないと思われる。なお、誹訟当事者

　の主観的な麗面の考察紛必要性を検討するものとして、灘瀬孝雄騰掲載講受

　容遍程（一挺法学論叢鐙8巻2弩8頁参黙。

鰺　これらの扇究の最も籾幾のものは欝74年に発表されたチ承一とウオーカーの

　業績であるが、その後今購こ至るまでに多くの業績紛蓄積を見ている。それら

　の業績の鳥撮をなすにあたっては次め文献懇最適と思われる。L墨磁，K　A．＆

　Tyleボ，T．食．，Soc重a董P鯉。論lo墓y　o｛Pr㏄e透慧盤1撫st圭ce（i988〉．本稿第2章の

　概観もこの文献の第2章、第4章、第5章の諒逮を参考にした。なお、わが醗

　においても、すでに搬瀬教授が前浮織に示した文献において、裁講遍麹におけ

　る墨事者の命運的翻懸に麗して、葬常に緻密な分衝をなされてお甑貴重な業

　績といえる。本稿で紹介する実験醗究の多くも、纒瀬教授の醗究成果と笹合す

　る嚢がある．
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鰺1近時、訴訟法．kの議論としてなされている、当事者瞬の講争ないし対話のル

　ールを幸心に手続保薩を考えるべきであるといった議識や、形骸乾した駐頭弁

　議｝の活性匙を§指す議論華こ関しても、嘉事者の手続漢与が当事巻の毛・理薩に及

　ぼす効果についての分観は有益なものと思われる．前者の議譲の代表的なもの

　としては、昇上罫羨揚誘訟の役甥ま岩波基本法学8巻蔦3頁以下、瞬ヂ手続檬瞳

　の第三否蜘新堂幸司編特雛講義異事訴訟法総頁以下、谷舞罫麟鶏手続的琵義」

　岩波基本法学8巻35頁など．また、後者の議譲をなすものとしては、毫寄F前

　掲嬉長のための疑事訴訟法（上／（下擁舞舞タイムズ蕊§号6賃以下、452号欝

　頁以下．新堂ほかr欝究会・発論の活姓｛絵ジュ婆ストア毅号3§嚢以下など．

第2章　事実認定遍程における手続関与の

　　　　心理遍程に関する諸醗究

（l／　手続要素の重要健に関する羅究

　前章で述べたように、手続構造垂こ縫達するなんらかの要素が、手続縫尊者の

主観的な綴癒に影響を与え、その態度、とくに事実認定の結果や判決について

の満足度および澱従性に影響を及ぼすとするならば、その影響力の程度や原因

を瞬らかにすることは、証人尋闘麟度を含めた訴訟難度の効率的な運営を考え

るにあたって、有意義な資料を提躾しうる。そのような考察にあたって参考と

なるのは、アメ夢力においてig7§年代寧盤からなされている手続的歪義に臠す

る一連の心遷学的な醗究である街。そこにおいてなされた醗究は、必ずしもす

べてが裁霧手続、とくに民事訴訟を韓象にしてなされているわけではないが、

おもに、紛争解決のための手続に養目するものであ鯵、瞬種の手続購造の考察

一般に有益な資料を提供する。本章ではそれらの醗究成果の概観をなす。

　秘幾の醗究において最も溢§に魅する成果は、結果に帰する満足度や手続の

公正さの感覚が、当該懸人が紛争に勝つか負けるかといった勝数の点以外の要

素によっても、実質的に影響を受謬ることを瞬らかにした点である。その代表

表的な硬究は、ウォーカー、ラトゥア、肇ンド、チボー（L、Wa翫er，S．LaTo蟹，
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£．A、Ll総，＆」．丁媛雛麗）の醸究鋤である。以下、綾らの羅究について略説

する。

　ウォーカーらは、不調確な検証を避けるために、行為と結果が統麟され、、手

続の独立したかつ彊接の鶴果のみ渉被験者の主観的な反応に影響を及ぼし得る

ような実験設定を考えた。この実験の直接の主膿点は、当事者主義的な手続と

繕聞主義的な手続樹のそれぞれが、当事者の公査さの覇藝騒こ及ぼす勤果を調べ

る点にあった。それは．被験者を仮定のアイディア盗作事件のなかに置き、そ

の盗作事件を、当事者主義的な警邏か、繕閤主義的な審理かのいずれかを篤い

ることによって解決する、という実験設定を俸参鐵すことによって検証された・

具体的には、被験者は、数人の俸業グループに分けられたうえで、実験の糞の

意図を見猿かれないように、実験者によって企業闇において生じる競争のシミ

ュレーションに参擁していると思いこまされた。そのような設定のなかで、被

験者は、自らのチームが構手チームからアイデアを盗んだとして訴えられてお

警、紛争を解決し、この企業間競争に賭けられた賞金がどちらに与えられるべ

きかを淡定するために警邏がなされる旨を伝えられたにの盗作事件は、実際

には実験者の補勘考である被験者チームの一員の架空の遍失行為によるもので

あった）．当事者主義的な手続条件においては、証擁は当事者によって選ばれ

た二人の弁護士によって審理の場に提患された。それぞれの弁護士は、霞らの

代表する紛争当事者にできるだけ有稀な主張を隣すように命じられ、彼らの報

醗は、成功報醜契約によって、霞らの依頼者の有利な結果と結びつけられてい

る猛が被験者に告げられた。繕問主義的な手続条｛奪においては、審遷における

すべての誰擬か裁判官によって選ばれた一人の弁護士によって提鐡された。こ

の弁護士は、爾当事者の証擁を提懲するように命じられてお甑綾の報醗は、

審理の結果とは無縫係である慧が被験者に告げられた。

　この実験では、満足あるいは公亙さの感覚に閣接的な形で影響を及ぼすかも

しれない変数を統鱗するためにいくつかの換搾がなされた・以下の点がそれに

あたる。紛争解決手続に先立つ行為は、実験補勝者解一貫した業績を上げるこ

　　　　　　　　　　　　　　　　一　7　一
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とによって統講された。審選麹体における行為は、科矯される手続の魏侮にか

かわらず、購じ証擬と瞬じ主張が握患されることによって統鰯された．紛争解

決のための審遷の結果は、実験における独立変数として摸作された。すなわち、

講手続条鶴のうちの単数の被験者は有利な評決を得て、半数は不利な評決を得

た。盗誓が真実であるか否かに関する被験者の確儒もまた繰婬された。それは、

ある被験者には事件は真実であるという証麗を与え、飽には事件は真実でない

という証越を与え、さらに残鯵には何も与えないといった形でなされた。この

ような設定のもと、審選！力業行なわれ評決が下され’た。

　最終的に、この羅究においては、審遷内容の公鑑さに対する被験者の評癒、

審瑳手続の公査さに絶する破らの評緬、評決の公蕊さに耕する披らの評骸、被

験者の評決および手続に録する満尾度のそれぞれが、手続構造の変化によって

どの様に影響されるかが講べられた．評簸は、被験者が評決を知らせられたす

ぐ後になされ，た働。

　実験結果からは、いくつかのことが瞬らかになったが、ここで涯馨すべき点

をあげるならば以下の点になろう韓。一鰐として、それぞれの手続における、

嘉該手続の公歪さの評懸の平均櫨と、評決結果に薄する満足度の評癌の平均値

との縫係を見てみることにする（表董参蕪〉働・そこから、まず第一に分かる

ことは、一緩的にいって、データは、手続操作および結果操俘の講者から、強

表亜 当事毒虫義的な審理と纏縫主義的な審理における
手続の公獲さ紅対する満廷度の評懸

手続の講造

審遷の結果 襲事者一主義的審鰹． 繕懸主義的審遅．

　　　　　手続の公蛋さの評癒

被験者のチームが無罪の場合

被験者のチームが有罪の場合

　　　　　評監決毒こ鰐する満足度

被験者のチームが無罪の場合
被験者のチームが有罪の場合

8．欝

遵．5至

8．i7

2．69

5．i5

3．G8

4
ウ
畠

§
9

7
工

（数髄1は9ポイント葬難iをさせた際の鞍験惹の平均籏を示す。欝定的な評健iほど
9に透く、　｛蕎達書ぎ」な霞準奮盗塁ど工に透セ、串）
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い影響を受けている点．および、評決結果のもつ影響力はとくに大きいという

点である。しかし、ここで溢目してもらいたいことは、公正さと満廷は当事者

主義的な手続条件における方が料簡主義的な手続条欝・におけるよりも高くなる

が、この縫係は評決結果によって影響されなかった．という点である（表には

示されてはいないが、実際には、有罪無罪の確揺の点の操作にも影響されなか

った〉。被験者は確かに負けたとき以上に勝ったときに手続をより公正なもの

と評慰したが、いずれの結果の場合にも、その結果とは独立に、当事者主義的

な手続きは、公査さの評無の点においても、結果の満足度の点においても欝定

的な評懸を得ている。このことは、勝ち負轄という結果のもつ意陳は大きいも

のの、当事者の手続や結果に講ずる評懸には勝敗以外の手続土の要素が影響を

与えていることを示すものである。この実験では、さらに端的に、瞬様の結果

に嚢聾したにもかかわらず、手続上の歪義に聾する料籔が著しく異な鯵うると

いった現象さえ存在した．その饗象は、被験者が訴えられた事件に§§し・嚢ら

のチームが無罪であるという心謳を影成させられていたケースにおいて、結果

的に有罪という判懸を纈らされたという状浅における評簸iにおいて麹実に示さ

れる。表には示されていないが、実験では、繕羅主義的な手続を体験し、上遠

の験涜にあった被験者は、結果の満足度の点に難し、葬常に低い評優を示す

（9ポイントの評儀尺度のi．欝〉のに嬉し、当事巻主義的手続を体験し上述の

状温にあった緩験者は尺度のほとんど中央点の評懸（4ユ3〉を示すという結果

が出た紛。

　このような結果は、興じ評決を患す場合でも、その手続をいかなる形にする

かで、評決の評優やその手続嚢体の評徳が変わ静得る簿能性を示すものであっ

て、紛争解決過程における手続的な要素の重要性を離婁に示すものである。講

様な結果は、縫の磯究においても確認されている｛8｝。

鱒　手続の公証さが当事者の心理に及ぼす効果に関する醗究

このように、手続の権造が、紛争当事者の主観的な灘癒に、ある程度独懲の
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影響を与え得る点が明らかになると、訴訟政策上澄§すべき点は、当事者によ

ってどのような詳細を受けることが訴訟致策上鋒ましく、さらには、どの様な

手続構造がそのような評懸をもたらし得るのかを瞬らかにすることといえる。

まず前者の点から綾羅する。

　この、豪、手続的箆養畜こ弱する一連の心建学的な醗究解はじめ1こ注§したのは、

手続の公正さに蝿する紛争当事者の評轟の点であった。その原獲の一つは、す

でに哲学的にも蟹一ルズ（」．盆a輔s〉によって、手続の公駕さそれ霞体が正

義の重要な要素であるという主張がなされていたことにあっだ9㌧それらの暴

究の初糊の段賠において、しばしば考察の繋象にされてきたことは、理念的に

捲摘された正義感覚が、はたして麗実の人々の感覚にも当てはまるのか、とい

う点であった（獅、その具体的な試みは、いかなる手続が当事者によって嬉ま

れ、その際、手続に絶するいかなる感覚が、そのような手続の選蝦をもたらす

のかを検証する形でなされた。

　たとえば、チボー、ウォーカー、ラトゥア、ホールデン（」・丁短もa嬢，L　Wa翫

er，S．L3To雛＆P、猛継慶瞬は、紛争解決手続に封ずる紛争当事者の勢み、

および、飽の主観的な反癒を縷証するために、摸擬的な紛争状醗におかれた鍍

験者に紛争解決のための5つの手続を示し、異なる状浅設定のもとで、その中

から露らの嬉きな手続を選採させ、かつ、それぞれの被験者に当該手続の種々

の局面に臠しての評簸をさせる、といった実験を行なつだ勤。

　綾らの実験の申で篤いられた5つの手続とは、交渉（第三者なしの合意によ

る紛争の解決〉、純粋の糾簡裁覇（調査官および裁判官の講者として行動する

第三者による裁糊、一人の調査官による裁霧（椿報および証鎚を調査するに

あたって、裁報富のために饑くべき一人の調査官を律う裁甥〉、二人の調査官

による裁覇（裁判官によって任命されるべき二人の調査官を伴う裁覇であるが、

その二人のそれぞれが一方当事者とともにその当事者の綴の主張を講査し提示

するために狸爺されるべき裁覇〉、純粋の盛事者主義による裁覇（当事者によ

って選定され、当事者の主張を調査し提示する責任を負う二人の調査官を伴う
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拘束力ある第三者の半1継彗手続〉であったα2㌔

　この実験において窮らかになったことの…つは、いずれの状溌設定において

も、一般に当事者主義手続が薄まれる点と、それらの選採と手続の公査さの評

懸との闘に、強い穣§§欝係が存在する点であった働。すなわち、そこにおい

ては、手続の公董さが、紛争の解決にあたってどの様な手続を選探するかとい

う手続に対する嬉み（群e艶艶糞ce〉を決定する際に大きな影響力をもつことが

瞬らかになったのである。

　この実験が示した手続選摂の諜の軒手続の公藍さまの重要性は、その後の実

験においても確認されている｛紛。このような罫手続の公証さまは・当事者の

婬みを訴訟構造に反験させるという擁点からは重要な発見といえるが、そのよ

うな重要性に超え、近時の醗究は公歪な手続のもつ訴訟政策上よ馨濫鐸すべき

いくつかの効果を解麟するにいたっている。その発見とは、手続の公藍さの感

覚が、法的な麟度の種々の｛舞懸に蠕する評簸、および、法的な灘攣巽や結果に帰

する評麺を高め、さらには、裁料譲渡を体験した人々の満足度や綴従性を高め

る、といった、転である．

①手続め公蓬さと法麟度および結果に鰐する評価との関係

　手続の公鐙さの感覚が、法的な鱗度の種々の局癬についての評儀に影響を及

ぼすことを実誕的に示したのはタイラー（T、勲丁舜eで）の醗究師〉である。タ

イラーは、交通および軽羹罪事件の裁物辮におけるi欝人の被告人を鰐象に、

自らの事件の結果に頬する満廷度、破らの裁甥官に嬉する評緬、および裁覇麟

度の評懸と、手続の諸要素、とくに公正さとの関係について調査した。調査は

無意の霞を選んで当該裁醤辮にいき、その開に審理を受けた被告人に嬉し、叢

誌インタビューを行なうという形でなされた。そのインタビューで彼は、解答

者の法蓮での経験につき、手続の公盈さ（手続懲体が公歪なものか否かに関す

る覇鞠および醍分上の公査さ（手続の結果が公歪なものであるか否かの判簸）

についての質闘をなし、さらに、その事件の結果および纏のものが受けるであ

　　　　　　　　　　　　　　　一n一



行政緩会論集　第2巻　第2馨

ろう結果に対する嬬待についてなど、種々の質鱒をなした。そのようにして得

られた解答者の答え、および、彼ら潜現婁に受けた結果に蝿する鞍告が、統計

魑理され、それぞれの要素が裁鵯の結果、裁覇富、裁覇辮についての解答者の

態度へのどのような影響を及ぼしたのかが分新されだ殉、

　調査の結果、タイラーは、裁物の結果、裁判官、および裁鵯漸のそれぞれに

魅する態度は公歪さの覇籔に強く権鬱することを発見し、公歪さの尺度が、そ

れらの覇籏の重要な原露になっていることを発見した．統計分穣の結果は、①

手続上の公正さが裁鵯辮に対する態度を決定するにあたって、醍分上の公査さ

以上に重要であること、②裁覇官に薄する態度を決定するにあたっては・公歪

さの爾類型が重要であること、そして、③醗分上の公亘さは結果の満足度を甥

定するにあたっては、より重要であることなどを瞬らかにしだ欝。

　また、タイラーはよ鯵最透の羅究｛勘によっても瞬様の結果を得ている。そ

の醸究では、シカゴ住人の無作為の標本集懸が、鰹らが警察および裁讐辮との

闘で接鮫をもった体験についてインタビューを受けた。この調査でも、手続の

公亙さおよび醗分上の公藍さのもつの効果を検証するために、再び統計甦理が

なされた。タイラーは、ここにおいても公正さの溝類型が、関係した権威者に

対する評緬に関して実質的な効果を持っていることを発見した。また、さらに

この後者の実験において、タイラーは、手続上の体験が麟度の特定の灘難の評

懸をたかめるばか鯵ではなく、裁覇体験のよ滲大きな一般的な満足を導き、裁

料麟度に甕面した考に嬉し、よ辱積極的な評緬をもたらす罵能姓も示している。

披は、公麗さの舞簸が嚢らの体験結果についての全般的な満足度、および、自

らに薄する待遇に替いての溝足度の爾種の満足度に関しての最も強い決定要霞

であることを鞍告しているし、さらに、待遇に薄する満足度や一般的な構動に

麗しては、統計上の分析が、手続上の公査さがそれらに薄する影響力の簸も多

くの部分の漂霞になっていることを示した旨を報告している。タイラーのこれ

ら二つの醗究は、高いレベルの手続上の公査さの感覚が、実際に、裁物の結果、

裁判官の評懸、裁覇体験の感想といった法鱗度のいくつかの衡莚藪こ臠するよ鯵
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嬉意的な評儀を導く罵能盤iを瞬らかにした。

　以上のような手続の公垂さの感覚の魏果のなかで、訴訟政策上より重要なも

のと思われるのは、この手続の公藍さの感覚が、醸々の紛争麺蓬過程がもたら

した懸幾的な結果に帰する満足度を高める可能牲が存在する点である。その点

に関し、タイラーの講究結果以外からも、瞬濠の再饒姓が存在する点を指摘す

ることができる｛麟。その根擁は、前述のウォーカー、ラトゥア、肇ンド、チ

ボーの実験およびその追実験であるラトゥアの実験の中に見いだされる。それ

らの実験においては、タイラーの講査と同様に、手続の公証さ・結果の公査さ・

結果に対する満足度といったものが変数として篤いられていた．いずれの実験

においても、データは、手続構造の変化のもたらす効果が、手続の公正さの評

纒、結果の満足度と結果の公死さの評衝のいずれに蝦しても類鬱した形で現わ

細ることを示している・しかし、その強さは、手続の公匪さの判織の場合よ瞬

も、弛の二者の場合の方が幾分弱い形で現われていることが瞬時に示されてい

る。つまり、当事者主義的な手続においては、満廷度および爾公死さの評懸は

高まるが、葬当事者主義的な手続においては、逆に三つの評懸が下がる縫係に

ある．しかし、その程度は手続の公亙さの鵯懸が最も大きいのである。このよ

うな堤象には、原霞が二つ考えられる．一つは、手続の公垂さの感覚が高いと

きには結果に講ずる満足度も高いという現象が存在することから、手続の公憂

さが直接に満廷度の横槌になっている可能性である。饒の一つは・手続構造の

変髭が、まず手続の公査さの睾懸に影響を及ぼし、その評億が結果の公査さの

霧擬に影響を及ぼし、その影響が最終的に結果の満廷をもたらしている可龍牲

である。すなわち、手続の公亘さの感覚の高まりは結果の公蓬さの感覚を高め、

その結果の公査さの感覚が結果に帰する満足をもたらすことが考えられる。実

醗、タイラーの最近の実験は前者の直接的な効果を検讒しているし、これら三

要素の上述のような穣関縫係は、より多くの鰯鰻的な変数をもちいた最近の実

験においても瞬様に生じている（鋤。そのような点を考えるならば、直接的で

あるか閥接的であるかという点は萌らかではないものの、手続の公亘さの感覚
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が当該手続によってもたらされる結果に講ずる満足度を高め得るという環象は

かな蓼鑑懸i牲の高い事構といえるであろう｛職。

　ところで、上述のように、手続の公正さは、結果の満足を高める効果を有す

るとしても，ここで涯意しておかなくてはならないのは、ウォ一方ーらの実験

鮭果からもうか害えるように、それらの熱果は決して敗訴した当事者に勝訴し

た当事者以上の満廷を与えるものではない、という点である。ここにおいても

勝敗のもつ意義は決して減少しない．しかし、重要なのは講じ敗訴する場合で

あっても、公正な手続を灘》・たという感覚ぶあれば、その不満の程度が減少す

るという点の方である。この点は、溺極的な効果のようにも患えるが、瞬時に

また、訴訟政策上はまさに敗訴当事者の不満を蕪侮に掬えることができるかと

いうことが大きな課題であることは否定できない。そのような観点からみるな

らば、ここで遠べた手続の公査さの感覚のもつ勃果は、次に遠べる賑縫姓の魏

果と講様、不稀な覇籔を受けたものの態度の串に存在する堤象であるが故に、

訴訟政策上注目すべき効果といえる｛鋤．

②公正な手続と法一般および縄薮結果へσ〉綴従性との関藻

　つぎに、公歪な手続は法一般や裏該手続の結果への綴従性を高める、という

可能性もいくつかの購究において示されている。

　たとえば、以下のような実験が存蓬する。フ歩一ドランド、チぶ一、ウォー

カー（翼．Fr墨e戯a磁，」．τ麺も3滋＆L、Wa鍬er）｛職は、実験室での暴究で、労

働環境と痒業量との関係を穣趨1した。破らの鐸的はつぎの三つの要素が当事者

の感覚に及ぼす効果を検証することであった．規則への綴従を監視するための

手続の公死さ、不賑従に靖する罰則のきびしさ、規灘灘定権をもつ人間が被験

者たる労働者を羅馬する頻度が、それにあたる，この実験において、フ夢一ド

ランドらは、殿従性は公正な監撹手続のもとでの方が不公歪な手続のもとでの

方よりも高く、かつ、この手続と結びついた嚴従性のi差異は規舞1無毒定権者が積

燧的に被験者を麟駕した場合に大きいことを発見した。またそこでは、不公亙
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な手続は、被験者が嚢らの無益のために、より効率的に鐸業をさぼるようにな

るという結果を導くことを瞬らかにした。その場合、綾らは、本質において、

よ珍賢い違反者になるといった鼕鼕辣深い結果が承された。これらの結果は、労

働環境と婬業量の関係という点で、紛争解決手続における現象を直接に立証す

るものではない摂、命令とその遵守という綴癒では、鵯決とそ蕊への騒縫とい

った点と其通の要素を有するものであ滲、公藍な手続が覇断結果への駿鎚を高

める．嶽の一つの補強証擁といえよう．

　これに嬉し、翼実の裁朝講痩に帰しての験証を試みたのはタイラーである。

本筋のはじめに記遠した醗究｛鋤において、綾は、警察および裁覇漸について

の感覚および法一般への服縫性についての質問もなした。その結果、彼は、手

続上の公証さが法律上の権威の評簸および正当牲の評縫1に影響を及ぼしそれ

らの評懸を通して、つぎに法への服鍵盤に影響を与えることを統誹的な分新か

ら発見しだ箆．ここにおいても、手続、との公亜さと脹繕姓との肯定的な結合が

確認された．

　ところで、これらの講究は手続の公正さと、法一般への籐従性との関係に関

するものである．ここでさらに開題にしなくてはならないのは、紛争解決手続

の公証さの感覚と，その手続から生じた特定あ覇爵がその当事者に受け入れら

れ従われる可能牲との聞に鰐らかの結びつきがあるのか否かといった点である。

二つの醗究が、手続の公蓬さは覇籔への嚴瑳牲を上げ得ることを闘接的に証明

する．

　マキューエンとマイマン（醗。狂we簸＆醗al穣鍛〉｛鋤は、メイン州における

少額裁半彗翫にお替る罫秘解による覇欝蓉および購1決：による半灘勲に鰐する賑

従性について醗究した．調査は、任意に選ばれた憩3件の事件に繁し、インタ

ビューを中心とした形で実施された。綾らは、職解による鵯鞠に講ずる畷

健性の方が「覇決による半1攣鰭に対する綴従性よ吟も2借近く藷麹・ことに1着§

し、その原典を検討したが、廉解による覇籔まの撮従性の高さは・そこに存

在する合意の要素によるものであることを畷らかにした．そしてその分辮遜程
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において、合意の要素は結果をより公琵なものと感じさせ、それが搬従盤を導

く一つの要素であることを捲摘している｛覇。そこには轄果の公歪さと綴従性

の結合撚見いだされた。ところで、マキューエンとマイマンは手続の公歪さに

ついては評優しなかった。綾らの公査さの幾題は、結果の公正さのみを毅って

いる。その点では、手続の公正さの存在が醤辮に嬉する服鍵盤を上昇させるこ

とを直接に確認することはできない。しかし，手続の公正さと結果の公査さの

結合は前遠のように蓋然性の高いものであることから、醤辮が騒従されるか否

かの淡懸の燦には、手続の公托さの感覚が一つの役割を果たすであろうことを

推離することができる．また、アドラーら（A戯eret擁．〉も、裁判霧が縫与

した拘束力のない調停計麟への服鍵と満難度との関連で隅棟の結果を得たこと

が馨告されている（蹄。彼らは、紛争当事者の結果に凝する満足度が、調停甥

漸が受け入れられるか否かについての重要な決定霞になっていることを発見し

た。上述のように、この議案も、魑の爾究が、手続の公査さと紛争当事者の満

尾度との強い櫨§§を表わしていることから、手続が公董であるという感覚が存

在する場合、その感覚が結果の満足を導き、ひいてはその結果に繋する嚴従性

を高めるといった影で、公歪な手続は鵯籔へのより多くの醸縫を導くという命

題に賭する補強証擁を提徴する．

緯　手続の公蕊さと手続闘与との関係に聞する醗究

①　公蓬さの感覚と手続麗与の糧鍵盤

　手続の結果、すなわち、勝敗のもつ意義は大きいとしても、それとはある程

度独立に、手続の公査さが醤鎌され、その際、公正な手続が当事者に聾まれ、

その公正な手続は、最終的には紛争解決手続への満足度や殿従盤を高めるとい

った訴訟政策上種々の有益な妨果をもたらす、という一連の現象が存在すると

すれば、次に聡題紅なるのは、果して手続構造のいかなる要素が当事者の公歪

感覚に最も訴えるものであるか、という、転である。

　その点、一連の醗究の麟始者ともいえるチボーとウォーカーはつぎの二点を
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揖擁する｛蹴。すなわち、前簾に記述したチボー、ウォーカー、ラトゥア、ホ

ールデンの実験およびその比較文化的な追実験において、実験上提示された手

続構造を区鬱する最も競確な基準は、主張や証擁の提患権や最終的覇簸への支

醗権といった、支醍権の分醍の点であったこと、それ故、被験者は手続内にお

ける支醍権の帰震いかんによって手続の公査さを料籔した可籠性が高いと考え

られる、と。また、彼らが、被験者の公置さの評懸と、第三考と当事者の支醗

権に絶する知覚との関係を吟嫁したとき、当事者の支醗権と手続の公査さとの

闘には常に正の穏関が存在し、第三者の支配権と手続の公毘さとの閥には常に

負の根問溺係が存役した、とする。

　このような、紛争当事者に高い程度の支醍権を与える手続は、手続の公藍さ

を高める繧癖にある、というチボーとウォーカーの主張は、よ吟最近の醗究

によっても確認されている。夢ンドら（盆．A、L塗δ，S．K蟹勧，L．醗鞍s3厩e，L．

Wa鍬er＆」．丁嫉む徽t／｛鋤は、紛争当事者の裁料手続に韓する感覚への、盛事

者主義的および繕闘主義的な手続の影響をよ鞍瓦確に評慰するために、薦違の

ウォーカーら〔鋤のもともとの実験を、よ吟多くの灘定単位で購成する形で繰

辱返した。夢ンドらは、この実験においても手続の公査さの醤辮、および、手

続に麗する麹の多くの感覚についての灘定をなしたが、独立変数として、裁覇

手続（当事者にとって高い手続支醍の当事者主義か低い手続支醍の糾総主義の

いずれか／、訴訟の結果（勝訴か敗訴のいずれか〉に換えて、裁判手続のいく

つかの特定要素に繋する知覚の検査のタイミング（評決がアナウンスされる前

か後かのいずれか〉も換挿しだ鋤．

　この実験においても、当事者の手続支醗の高い当事者主義的な手続が、糾闇

主義的な手続以上に公査なものと見なされ、当事者主義的な手続による評決の

方がより公亙で満足できるものと見なされた・そしてこの実験はまた、濤らの

主張がどの蝶に判籔されるかを未だに簿らない被験者によって抱かれた手続に

関する感覚と、露らが勝訴したか数訴したかを叢った被験者のそれとを比較す

ることを可能にした。リンドらは、結果を知った後も、二つの手続によって生
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み出される権韓的な感覚に侮等変化が生じないことを箆いだしたのである。評

淡の結果は、毒癖塗の蓼襲鋳葬こ｛弩等の影響をも及ぼさなかった。　と吟わけ興殊深い

ことは、被験煮が不利な評快を得た場合でさえ、破らは当事者主義の手続が非

難されるべきだという考えに粥等の繧斜も示さないことを実験が示したという

事実である｛鋤。

　ところで、このような結果から、当事者が手綾上の支翫権を重複する点を認

めるとしても、次に疑闘になるのは、なぜ当事者はそのように手続内での支

醍権を重擬するのかという点である。その点、チボーとウォ一方ーは、萌述

のような分析からさらに進んで、綾らの欝75年の著壽の終章および後の発表論

文（鋤において、この手続内における支醗権の内容を、評決あるいは霧淡に対

する支醗、すなわち購1擬支醍達と、護擁および主張の提繊に対する支醍、す

なわちr手続支醗達とに区題するにいたっている。そして、チボーとウォーカ

ーは、瓢判漸支醗」を第三者に委ねる場合には、このζ手続支醗3を紛争当事者

に与える手続が、罫手続支薮繧をも第三者に与える手続よりもより公駕に見ら

れることを主張する。これまでの盛事者主義的な手続が糾闘主義的な手続以．と

に公死に見える運磁は、それが紛争当事者の静む手続支醍の分醗に適合してい

るからであるとした．

　しかし、このような説明に隣しては、さらに二つの異なる考え方が内包され

ていた。一つは、当事者が最終的には手続の結果に最も強い関心を持つことか

ら、手続についての支醗権は、その落果に間接的な影響力をもたらす手段であ

る点にその重要性の根麺を求める考え方である。飽の考え方は、前者とは異な

静当事者は結果以外に、手続それ自体にも独欝の簸魑を見いだしているという

考えである。それ，によれ，ぱ、公歪な手続は破らに自露な自己表現の場を握供す

るが、その自露な自己表現の機会こそが公査さの源であるといった説明をなす。

麟者が結果重視の説瞬であるとしたら、後者は手続重擬の説明といえる。擁期

の醗究者であるチボーらはこの前者の寛解をとっているが儲、近時は後者の

見解を支持する醗究も多い。
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　そのような穰究状溌を瞬き継ぎ、夢ンド、ジサク、コンロン（ε、A、L撫δ，K

1．Llss雄＆D．建、Co簸lo登，i§83〉｛鋤は、手続露体に講ずる支醍（手続支醗〉お

よび覇簸結果に薄する支醍（判雛支醗／の、紛争解快手続に帰する反応への櫓

講的な影響縫係を検証した。

　リンドと鞍の鶉力者は，前違のウォーカーらの醗究（鋤、ラトゥアらの暴究｛紬、

および、夢ンドらの麟究｛鋤が繙いたのと講じ実験パラダイムを耀いた。この

実験においても被験者疑§人（うち5人のデータは無効〉の大学生が企業競争

のシミ講レーシ葺ンの申におかれ、その中で起こったアイデア盗難事件の当事

者となった．実験者らは、審饗手続が当事者に提供する手続支甕および親懸支

齪を独立に操作した。手続支醍の操修は、ウォーカーらの実験で購いられたも

のと類蝦の当事者主義的手続および糾問主義的手続を舞濡した。当事者主義的

な手続では、証挺は当事者の代連人から提示され、料簡主義的な手続では証槌

は裁科断のために事実を調査する一人の人聞によって提示された。当事者の高

い趨擬支配は、手続中に、裁料官の料簿はいずれの当事者からも掘絶され得る

（和解交渉の試みの選択を支持するものとして）、という蔑定を含むことによ

って、もたらされた、低い手続支醍は裁覇寮の覇簸が蒲当事者にとって最終的

であり、拘束力があると明認することによって生み患された。換えて、この実

験では審遷の結果の点に関する操作もなされた。すなわち、被験者らには、勝

数に応じて、後らに与えられる報醗が欝ドルと5ドルに分けられる雷ぶ伝えら

れていた。この繰｛乍によって、被験者にとっての勝数の意義は、よ鯵大きなも

のになっていた‘軸．

　判擬支配は、この実験においては第三者によって提示された肇攣露こ帰しての

擦縫の機会として操聲され、手続支配以、ヒに結果支醍のよ鯵直接的な手段であ

った。もし、結粟重複の議窮が更しいならば、霧擬支蓉壼は手続支醍以上に手続

の公亜さに関する感覚に対して影響力をもつはずである。つま穆、結果重複の

説瞬からは、一般的には、当事者が鞍紙支醗権をもつ場合には、手続支配はほ

とんど重要性をもたず、それ故、ほとんど影響力をもたないとの予想が威弓立
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つはずである。

　実際の実験データの集計結果は、旛嘉程度の甥擬支醗を有している場合であ

っても、当事者は低い手続支醍の場合以上に、高い手続支醍の場合に、高い手

続の公正さの判嫉を示すことを窮らかにした。報擬支醗の操作は手続の公歪さ

の響攣鱗こほとんど影響力を有しなかった。この実験結果は、結果への影響力が

手続支翫の効果の主要な源であると考える場合に予想される結果に反するもの

である。瞬様の結集はタイラー、ラジンスキイ、スポディック（T・R・Tyl鉱

K．震3s鐙s麺＆翼．S鈴蛋ck〉による一一連の醗究（後逮〉繊》によっても示され

ている。

　この実験で鵯籔支醍の手段とされたのは、第三者の提示した鵯簸を最終的に

受け入れるか否かというオール・オア・ナッシングの選捉権であった。それに

薄し、実蝶の紛争麺理遜程にお雄る覇織支醍とは、当該霧藪を受け入れるか否

かの権釈ではなく、霞らにどれだけ有利な覇擬を導けるか否かという内容的に

よリヴァラエティーに富むものである．その意味で、ここでの結果が、十分に

手続重機の説窮を証羨し得るものとは》・えないが即と反面、これまでの撃ン

ドらの醗究等においては、結果が覇じく不利なものであるにも拘わらず、事後

的な評儀において、高い手続支醍の手続が公置であるといった覇簸がなされて

いるのも事実である。そのような鞍告は、結果重複の説明とやは鯵矛盾する癒

がある。その点を考えるならば、手続重規の考え方ですべての局面が説酷しき

れるか否かには疑闘が残るものの、やは鯵結果重襖の説糊で考えられる以上に

手続嚢体の簸値が存在すると見るのが妥当といえよう。

②手続閉幕の異鉢的内容と露有の意義

　前述の夢ンド、夢サ久コンロンの実験における手続支醍権は、具鉢的には

裁判過程において当事者ぶ自らの主張や証越を提思する権罎を行使しうるとい

う形で示され、それが公亘さの講隣の重要な基準となったと考えられる。この

ような結果の現実性を推灘させる実態調査も存在する。繭遠のようにアドラー
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らは、裁判携持羅の調停手続に絶する調査をおこなったが、彼らの調査醗究に

おいては、当事者たちが調停の審礫において韓を公査とみなし纏を不公歪とみ

なしたかについて、自密解答式の質闘がなされた。解答者のうち、警邏を不公

正とみなした当事者の大学は、自らの立場を語るのに余鯵にもわずかの機会し

か与えられなかったことに不満を述べた、といった鞍告がなされている。この

報告によれば、当事者が重規したものは、端的に嚢分の立場を語る機会という

ことになる、

　実燦、訴訟においても、当事者に嚢らの主張や証麺を提示する権利を保縛す

ることが重要であることは十分に遜解しうる点であるし、これまで遷念的にも

主張されてきた点である｛紬。しかし．その舞納とする霧が、有稀な舞決の獲

得のための手段につきないということになると、その実体は果して飼なのかが

再び疑鶏となる。その点、近縛の暴発は、その内容および意義についてさらに

詳しい検討を行なっている．以下ではそれらの醗究の成果をもとに・手続支醗

の内容および意義についてよ鯵詳しい験討をなす。

　タイラー、ラジンスキー、スポディックは、前違の手続重規の説瞬の有効牲

を証明すべく、一連の醗究をなしだ翰。その羅的は、ヂ手続支醗匪としての欝

己の立場の表現の機会と購懸支醍嵯としての醤懸結果への現実の影響力とを

区駕して分析することによって、これまで醗究されてきた公藍な手続の持つ魏

果の意義を明らかにすることにあった．この醗究にお》・て最も涯霞されたのは、

被験者が高い手続支配を摩するが、判断支翫権はほとんど有しないという状混

における鞍験者の感覚の，点であった。

　この点の験蓬のために、二つの実態調査と一つの実験ぶ報告されている。一

つは前遠のイ琴ノイ州エバンストンの交通諮よび軽麗罪事件の裁判訴のi盤人

の被告人に鰐してのインタビュー調査｛輸であ吟、催の一つは、大学の学生に

耕する取得授業に録する評懸という形の調査であ参、最後のものは、被験者に

課税事件に関するシナ夢オをよませ、その事件の当事者の立場としての判籔を

質聞するという実験であった。それらにおける手続支醗の変数は、それぞれ，、
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裁料における謹擁提示の機会と方法に離する当事者のもつ影響力、授業の繰の

裟らの知識の表瑳の機会．不腺審査遍程における毒に繋する意見表饒の機会と

いったものが設定されていた．結果は、いずれの醗究においても低い覇織支配

の状濁にもかかわらず、手続支醍権の増撫は手続および手続上の権威者に帰す

る脊定的な評麺をもたらすことを示した、この醗究によって破らは、手続支醗

と手続の公正さの麗係は、結果に対する影響力のみによっては完全には讃購さ

れ得ない点、および、手続の公藍さの原遜が、磨らの立場や嚢纏観の表現の説

明によって議窮され得る点の2点を示した。

　また、ムーサンチ、ギルバート、チボー（L．醗穣餓醗ε，鍾・A・G護娩τt＆工

丁短もa溢／蝿）は、手続支醗の勧果は結果の軽ましさや公獲さを確保するための

手段ということ以上の、韓らかの意義をもっているという点を検証するために、

実験設定において、現実に嚢らの意見や主張を表現する機会、すなわち、嚢ら

の綴の言い分を遠べる機会を与え、その効果を調べるという異体的な形の実験

を行なった。その実験は、その表現が有無な結果を獲得するための手段である

か否かにかかわらず、手続上の公鑑さの判籔は、見解および意見の表瑛の機会

によって高められる、という命題の補強証縫を提鋲するものである。実験設定

は、ここにおいても前述の夢ンドらの実験のパラダイムをほぼ踏襲してお甑

企業問鏡争におけるアイディア盗難事件が耀いられている。被験者は6人づつ

に集められた。いくつかのグループは、後の盗作事件解決のために行なわれる

裁覇を支醒する矯則に臠して、議論し決定するように頼まれた。これに殺し、

飽のグループは、規翼彗に講ずる鋒分たちの嬉み（騨e｛e聡駕e／の点について議

讒するように伝えられたが、これらのグループは、自分たちの姓みが現実に絹

いられる規則には構等影響を及ぼさないと鑑じ込まされていたし、実諜に馬い

られるべき燦則はすでに選採されていた。この議論のみのグループの半数にお

いて、愛実に篤いられた燧則はグループ議譲の中で示された姓みに…致してい

たが、飽の議論のみのグループにおいては、饗実に難いられた規則は稜らの馨

みに一致していなかった、最後に、いくつかのグループは馬いられるべき規則
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を議論することも決定することも許されなかった、事艀に対する肇攣舞が示され

たのちに、被験者らはその手続についての質翼表に答えだ覇。その結果、手

続ルールの選択を通じて手段支配を有した被験者は、そのような選譲権のなか

った被験者よ吟もすべての点において審遅を公歪なものと見なしていることが

瞬らかになった。しかし、瞬時に、霧懸への支醗権のない議論だけのグループ

は、議論もないし轡噺への支醗権もない状濁にあったグループに姥べ、公琵さ

の衝類型（手続および分配／の評嚢の点においてある程度の高さに》・たること

を、ムーサンチらは見いだした。

　このムーサンチらの実験は、二つの蓬由から注誹こ値する1鮒。まず第一の

意義は、よ撃具体的なレベルであるが、彼らが、手続の形成への参力§は手続お

よびその結果の知覚上の公董さを高めることができることを主張する点であ

る｛働、すなわち、この結果は、一つの縫会的な判筋形成手続が誰によって形

成されるかが、その後の手続に嬉する反応に影響を与え得ることを示している・

そして、この実験はさらに．覇歎支醍をともなわない手続であるにもかかわら

ず、もし、手続に撮するものがその手続の形成に参撫することが許されるなら

ば、その手続は公亘であるとみなされる署能性のあることを示唆している。ム

ーサンチらの発見の第二の意義は、この後者の点に関連するが、よ吟捨象的な

意鞍で、この醗究が．議論は推賞するがその議論の覇簸への影響を明確に換除

するという状浅においても、ある程度の公駕さの高まりを示した点である。つ

ま鯵、自らの聾みに関する議論および表題は、その嬉みに実質的影響力が存在

しない場合であってさえも、手続上および分醍上のよ静積極的な覇漸を導く・

という点である。そこでは、隈られた縁懸に麗してではあるが・結果から全く

独立した、霞らの姓みに絶する議論および意見表萌の機会を保障する、という

手続自体の儀纏とその影響力の存在とが実証されている。

　これらムーサンチらおよびタイラー、ラジンスキー、スポディックらによる

醗究の成果は、手続幾与者の極値表現の機会を重複する立場・すなわち・手続

支醍のある効果は結果成就のための手段姓に起饗する以上に、むしろ、懸値表

　　　　　　　　　　　　　　　一23一



鴛政社会識集　第2巻　第2号

堤の点に起覆するという立場を支持する。ムーサンチらの議論のみの状浸の場

合、純舞に表褒上の開題である環箋のもとで公亙さの■と界が観察された。これ

らの献撹においては、議論中の事極が結果に薄して影響力をもつ旨の示唆は飼

等存在しなかった点に注意すべきである．結局、これら二つの瞬発は、料筋形

成考が最終的1こはそれらの見解によって影響を受けないような場合であっても、

表瞬された見解に薄し適燐な考憲をなしたように受け取られることが重要であ

ることを示唆している｛働。このように発言の機会それ嚢体が結果の評懸に及

ぼす影響が大きいとすれば、当事者の権舞を観念的に保擁することにとどまら

ず、現実に自己の麦張や証麺の提示の機会を当事者に与えることが大きな意義

をもつものといえる。

③　小 結

　本章で機観した醗究は、必ずしもすべてが裁料手続を念頭においてなされた

ものではなく、かつ裁判手続を婦象にした場合にも、その薄象が饒事事件に限

られているわけではない。その点では、本稿の考察薄象である漫事訴訟とは異

なる要素も多々存在するように患われる。しかし、ここで示された麟究成果は、

多くの実験において共通に確認されているものカ§ほとんどであ甑しかも・紛

争甦遅過程のよ吟基本的な開題を撮った醗究である。その愚昧では．より詳総

な検討は必要とするものの、その辮究成果は、瞬じく紛争解決手続である民事

訴訟にも概ね当てはまると考えても差し支えないといえよう・そこで・本章に

おける概観を民事訴訟に当てはめた影でまとめるならば、以下のようになろう。

　まず、手続構造と当事者の心運に関するこれまでの成果か鉱当事者は手続一

の公獲さや結果の溝建度といった主観的な灘癒に麗し、その紛争解決手続のも

たらす結果とはある程度独立した評懸をなすことが予想される。そのうちの手

続の公鉦さの感覚は、裁覇翫や裁覇嘗といった法鰯度のいくつかの局面に帰し

肯定的な葬儀をもたらし、なおかつ、裁判や舞決に蝦する満足度を高め．それ

らへの騙鍵盤を高める要素が存在することが考えられる・そして・それらの公
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歪さの感覚は、手続に対して参撫すること、より具体的には窪らの主張や証縫

を提示することによってもたらされる面があることになる。

　これらの点を、より具体的な形で示すならば次のようになろう。原告なり被

告は、自らに有利な覇薮が下されたか否かという点と謹んで・その手続が公歪

なものであったか否かを編擬する。その際には、自らがどれだけ手続に関与し

たかという点、具体的には、その遍程において蓉らの主張を十分に提示する機

会や証逮を鍵示する機会を十分に与えられたかといった点が一つの覇辮基準と

なる｛轍。そして、それらの機会が十分に与えられた場合には、彼はその手続

を公歪なものとみなし、結集や裁鵯馨体に一定の満尾を示し、さらにはその鵯

淡にある程度進んで従うようになるということになろう。そして、このような

現象のより重要な点は、結果的に数訴した当事者であっても、その遍程におい

て寂らの立場を十分に示す機会、すなわち、裁覇翫がその当事者の主張を饑き

入れる態度を示した場合には、数訴にも携わらず、その手続を公歪なものと見

なし、その判籔を許容し、それに縫う再籠候が高まるという点である。少なく

とも、この翼態性は、講じ内容の覇決の場合、当事者の手続麗与を籠撮し、不

公歪な手続であるという印象を与えた手続よ瞬嵐当事者の手続襲与を認めた

手続の方において、よ鯵高くなることは確かなものといえよう。

　このような点からするならば、我々は今や適燐な形での手続の形成によって、

紛争当事者の満尾度の純粋な増撫を作鯵鐵しうることになるが、このように、

純粋に手続的な操｛乍によって当事者の婦徳に変化が生じ、それを訴訟敦策上有

意義に聡いることができるとするならば、我々は、これまで以上に手続の権造

とその手続が公査であるという鵯漸との関係についての醗究への意義を有して

いるといえる。しかし、我々は、このような手続権造の盤質が、前遠のメ夢ッ

　トと瞬蒔に一つの危験牲をも痒うものである点に淫憲を有する必要がある。そ

れは、すなわち、純粋に手続上の摸作によって当事者の感覚を左右できるとい

うことは、現実に（あるいは客観的に〉公死か否かにかかわらず、我々に対し、

その法的な手続が公1欝こ見えるような状態を作琴離すような操作をなすことへ
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の誘露をもたらしうるということである。とくに、前述のように、当事者の手

続縫与による公亙さの感覚の高ま鯵が、結果への影響力とは無関係にもたらさ

れるものであるとしたならば、この点の問題は大きなものとなる、そこには、

当事者搭ある程度満尾したにせよ、客観的にみれ，ぱ不当な鵯籔を結果的に数訴

当事者に強いる藩籬姓も生じてくる、このような潤題を考えるならば、政策淡

走者は、手続の公亙さや紛争盛事者の満尾といった主観的な変数にどの程度の

重要性を認めるべきかといった点を、あらためて考癒しなくてはならない局面

が生じてきたといえよう｛錨、

　本章の験討においては、当事者の手続への関与を確保すること、と鯵わけ、

裁覇富への霧懸資料の堤騰権、自己の儀魑観の表霧の機会を与えることが、当

事者の手続への満廷度などの主観的諄簸を維持する上で重要な点であることが

示されたが、瞬時に、そのような当事者の鵯至織は実体的な綴灘からは離れて存

在する面もあることも示された．次章以下においては、これらの成果を証人尋

問麟度の醐題に当てはめた形で検討をなすことにする。

繊　それらの籾難の醗究の代表的な文轍はつぎのものである．」．丁睡も3縫包L．

　W「a垂ker，Pro〈：e纏縫鍛1｝t墨st量ce；A　Psyc娠）茎｛｝癖ca奎A嚢撮ys墨s｛姫7溌．

（2！　L．Wa奎妻｛er，S．LaTo越で，建．A．L旋｛董＆｝．丁藪もa磁，盆e3ct沁駐s（｝｛Par重重。珍a魏s

　a雛重0肇》sεrvers竜。醗。《墨es　oずA磁蟹難ca麺。糞，魂｝0駁r鍛a豊（｝｛A欝擁壁e｛墨S｛）da重Psy－

　C妻翼｝墨ogy295（董§74》．

13）彼らは当事者主義（A6vers雛ysyste搬〉、纏縫主義侮解重s総rla董syste灘〉

　という言葉を矯いているが、その定義は法律上耀いられるような厳格なもので

　はなく、その匿魑は本文にあるごとく事実調査者の後欝の差異の点にあった、

　詳しい実験設定に絶しては、騰継．，欝．298㎜3劔．

鱒　実際の実験では、この設定が葬常にうまくいき、被験者のほとんどが金業競

　争のシミュレーシ嚢ンに参撫して》、ると思いこんでいたことが報害されている。

　茎罐．，登．2鱒．

　　なお、現実の縫会愛象たる裁鞍にお謬る当事者の態護や行動を，このような
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実験醜形で擁することには、翻、そもそ紡灘的嫉点か筋雛が

あった．しかし、醸膿験的始法において蠣難の謙・結果がもた縫

　れることは、多くの異なる後証方法が講様の結果をもたらしたという事実によ

　って実証されてきている。これら方法譲上の縫題点に縫する議論については、

　つぎの文勲に記遠がある、L無縫＆丁露er，G騨。量t・，登罫凝一92・

麟輪1瞭，L3TG麗，L擁＆11紬罐，・夢、c三t・瀞・3巷豊一3盤

麟　表の数麺は、実離の実験結集をもとに、被験者の心証の変数を捨象して、すべ

　ての3つの、む証の率均纏を示したものである。荒磯な実験結果は、至極δ畔β，3（｝4、

〔7｝｝縢．，欝．講、

麟　羅様の結集をもたらしている醗究として、つぎのものがある。S．LaTo獣，

　Pe総r艶無韻ts　o｛要》鍵tld泌鍍a蕪0むservεでS盆lsずac老麺盤wl搬A巖veぎs鍵y　a賊

亙購s董t翻顯εs・｛A麟cat臨36」・翻al。｛Pers磁蜘a撮Sむclal

　Psyc盤G至G窟yi§3雑g麟

（9／後掲灘紛チ魁ら磯究も、韓一ノレズのr難のヴール機織の条件

　下での霰験者の手続選訳を実証しようとするものである。なお、・一ルズの見

　解に翳しては、ジ3ン・ロールズ／矢島均次監護・歪義論（欝79〉、」、讐一ルズ・

　醸中成霧纏訳・公査としての亜義（欝7麟参窯。

麟　このような心理学的な醗究が歪義譲の醗究において壱意義であること、および、

　それらの醗究の撮要については、平聾宣雄・法政策学（欝8警鴛7頁以下参窯。

綴I」．丁漉a纏，L．Wa翫er，S．LaT・礎石P・隔童戯Pr。c酷雑譲」麟ceas

　Fa鋤駐ess，2§Sta簸．L．盆ev．i27i（欝7勢・

髄　董短6．，麹．鴛73－75．実験条群としては，このほかに転予め有利な立場にあ

　ることを知っている被害者のグループ・予め不麟な立場にあることを知ってい

　る被害者のグループ、麹分がいずれの立場にあるか分からない被験者のグルー

　プなどが設けられていた。この実験では、第三のグループが新無知のヴェール

　の背後まという条件にあたるものとされていた。

鰯飯δ．，蹄．玉2謄一8敬

麟購の点に鰍ては、アメ卿、イ劉ス、フランス・酬イツにおいて髭較

　文化的な醗究もなされてお鞍、ほぼ疑様の結果が得られている。C五絃A・L織α

　B．盆、臆s。登，翼．Fr羅a蕪＆蟹．P量。藪e伽rgεr忍e寂ct融t・P縦曲ral
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　醗。｛量e聖s　蚕（｝ギ　A｛澪筋｛墾｛｝我t圭ve　C（｝慧負星ct　盆eso壷慧t沁舞：　A　cross一叢at量（｝箕a墨　s蓑墨（圭y，22

　Jo鞭na豊磁CG簸墾ct醗so観給費，3i8（玉§7磁，S．Laqeo雛e重a茎．，SG搬eDeter擁一

　擁3難ts（》｛Pre艶艶簸αき蚕or醗。｛茎es　o玄Co簸｛薮ct嚢｛｝so沁t量。登，2｛》玉。畿r登a至。｛Co雑費蓋ct

　RεS擁簸tめ縫3鎗1婚7韓．ラトゥアの醗究に麗して隷、概瀬教授の分辮がある。概

　瀬・離掲本人誘訟の審理構造捻6頁以下、

liSl　T．盆、Ty蔓er，Tむe艮。董e　o｛Peぎ。童eve｛董至難麺s盤ce搬£｝｛疲e簸透a簸ゼsεva墨猛攻額。欝。ま

　t難ε1ダCG醸ro群醗狂xβer融ce，工8Law＆S倉d鱒裟ev．5買i鰹》．

麟　詳しい講鳶の概要については、互セ緑．鐙、6奪一63．

／購　臨懇．，∫糟．6（》一68．なお、このタイラーの実験では、数輩1官の評懸が手続垂こ結

　果の評簸に大きな影響を及ぼすことなど、搬瀬教授の調糞結果と一致する結果

　も示されている．

膿　L量磁＆Tyler，o夢．c重t．，碧．65．

1轡　この煮に麗しては以下の鶴辮にその指摘がある。飯δ．，躍．66－67．

鱒　Tyler，囎．c詫．，霞．63－68．後掲涯韓の蓼ンドらの実験においても購様の旛縫

　関係が存在している。

醗　このような手続の公差さが結果に爺する満足をもたらすという縫係について

　は、手続によってもたらされる結果が当事者にとって重要な意味をもつもので

　ある場合垂こはさほど強いものではないのではないかといった予想も威参堂っ．

　その場合には、不穏な結譲を下された当事者にとって、手続め開題はあま参重

　要でなくなることが予想される。しかし、この点に臆しては、タイラーの調糞

　において手続の結果が重要な意義をもつと答えた解答者の醐でも手続の公亙さ

　がよ参大きい満足をもたらすという結果が報告されているし、キャスパー、タ

　イラー、フイツシヤー（」．P．Cas碑r，T．夏、丁蝉er＆B、簸謡e舜の調査、およ

　び、ランディス、グッドシュタイン〔」、M・La綴量s＆L・Gooδs宅e盤〉の調査で

　は、結集のもつ意義が重大であることを予想させる縦事の重罪事件の当事者悶

　においても、講様の結果が鐵た旨、蓼ンドらが報告している点を考えるならば、

　結果のもつ意義が重要な場合であっても．手続の重要性は失われないのではない

　かと考えられる．C｛．Tyler，o塾。焦，卿．63－68，Ll磁＆Tyler，囎．c詫．鯵．72

　－76．

　　ただし、観察者に絶しては、手続の公厩さと結集の公箆さの縮縫が当事者ほど
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事実認定遍程における手続器与の心理分観（碁（管簾　蕪夫）

　強くない可能性を示すデータも存姦する。L．Wal短豹へE．L量蕪＆」．丁短雛纏，

　丁簸を艮e至at圭｛擁Betwee登Pτoce《至難fa璽3魏δD量stf孟む鰻t量ve蓑駿st圭ce，65Va・L艮ev・

　鯵簸（欝7鯨．このデータは、手続の公藍さが結果の公董さを高めるには、直接の

　手続縫与が重要な要素となっている点を示唆するものといえる。

鯵　たとえば、櫻瀬教授は、敬譲という全体的に否定的なムードの串で、それを

　強い不満として露定させてしまうか盃かが裁覇への一般的な儀績を維持しうる

　か否かの鍵である、とさ為る．樋瀬犠掲裁鵯受容遍程繊塵法学講叢臆9巻2号

　9頁以下。

磐蕪．Fτ玉e護囲，」．丁鋤a縫慶L．Wa聖セα，S・搬e漉te癒蓑a継s・懸εV量。垂at魏

　。叙嫉董es，3」。騰a短A麟磁S・da重Psyc簸・IG慕y268（獅3麹

麟　L塾経＆Tyler，劔｝．c重紅，茎｝．8難

鱒ただし、タイラー臆、購醸ここの実験結果に薄しては次のような購鯵

　した．第一に、法に絶する纒人的な体験から生じる手続上の正義に関する覇漸

　が、実際には歪当盤の葬儀への影響を通じて、法への撮鍵盤に影響を与えてい

　る点を調査は示しているが、この発兌に縫うならば、もし、一つの祇会の裁醤

　鰯度がその毒蔑の多くの人々によって不公歪であると讐甑されるような手続を

　優っていたならば、人は法への籔往牲が低下するであろうことを予想できる。

　しかし、分衝絃果によればその鰻鍵盤はそれ欝体が僅かに緩やかに手続上の亘

　義の鵯轡多に影響される距当盤の評懸によって影響を受けるに遍ぎないことから、

　手織の礒か獺難一の蘇の鐡携くな延したがっ℃公藍さが低下
　した場合に、確かに法への舞浸鍵盤の低下はデータによって支持されているが・

　おそらく徐々の低下である可髭姓が高い。というのは、法への脹瑳姓に影響を

　与える蕉当性とならんで、飽にも講変数が存在するからであ甑それらの変数

　の多くのものが手続上の亙義の覇簸によって影響を受けないであろうからであ

　る、例えば、．法への脹従性は、正当化や裁覇簿渡への支持の幾果に換えて、嬢

　罰されるべき蓋然性の程度の評極や、法律違覆に関する総理上の態度や、その

　ことについての規範によって影響を受ける可籠盤が分新結果から承されている・

　そこから、手続の公正さと、結果に薄する綴縫甕との閤には必ずしも強い直接

　的な縫合が存在するわけではないというのが、タイラーの見解のようである。

　確かに、手続の公歪さが感じられないことが、直ちに法一般への服鍵盤を低下
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行政歓会論集　第2巻　第2馨

　させるといった直接的な縫係にはないといった点は箆較的容易に想像しうる点

　でもあろう．実験結果が示すように、手続が不公査に疑えても、結果が妥当で

　ある蓋然盤が義iく、ある》帰ま、規籔意識が姦かった参した場合には、やは戦法

　への醸鍵意識は残ると、想われるからである。しかし、ここで濫聾すべき点は、

　そのような騒鍵盤抵下との醤果縫係で慧なく、駿鍵盤の海上の点である。その

　点、公歪さを感じられる手続を篤いることは、結集に帰する霰従性を高めるた

　めの一つの手段となることは、鞍の実験も携確に示している。飯6、

欝C．A．醗。璽we簸＆盆．」．擁我雛膿，醗罐譲融雛S灘建αa撫sCo麟二Ac臨εv一

　量鍍醤CG萱葺茎｝重量盆簸ce　T盤ぎ。綬≦ξ鮭Co簸se難t，i零し3w＆‘Soc豊ety艮εv．i董（i§8勢．

麟　墨も羅．，多．47、

鱒L量総蕊Ty璽er，o欝．c量t、，夢．8i．

鱒　　丁盤謹》a雛t＆とWa諺｛er，0嚢、C建．芋運｝．茎2静衰1．

麟　　露．A、L量釈董，S、K艘ぎtz，L．醗難sa鍍ε，L、Wla重重｛eぎ＆と」．罵「．丁撮む寂戯，Proce6鞍総

　3簸｛量0乏震co鐙e董ぼずec老　o糞　蓑eac彪。叢　童。　A｛弩雛畷£＆重e｛董盆eSG董蟹走震〉資　oぞCo簸｛蓑。走s　o｛

　葦貧teres乾es，3§Jo賢で鷺a茎（｝｛P∈｝欝。聾ar重ty　a嚢｛孟S｛｝da墨Psyc｝雀。茎ogy　i§（i§暮韓．

騨　鹸掲涯⑦．

鱒　ここにいう手続支灘とは、これまでの実験と瞬織、証麗の集鞍・提示がその具

　捧的内容である．諄しい実験設定に絶しては、Ll磁，K雛舵，醗雛s3蹴e，Wa敷ετ

　＆丁雑嚢｝a鍵，o茎》．c髭．，∫》登、6蓬4－647．

縫　亙b羅、，6婆7－6灘．

蟹丁紬撚農W慮er，囎、c麺．，理．ii7實．，欝．臨麗e嚢，S．LaTO雛，L．Wa鍬eぎ

　畿」、丁短董〉a齪，Pre蓄er登盤ce　o｛Pr（｝cεss　a簸δPedslo舞Coηtrol，i4」｛搬y欝a董（｝多2x－

　peぎ妻盤e盤ta董Soc量a董Psyc簸。至。騒y　i3α97き》，」．T｝達め我継蕊L．Wa鑑er，為丁姦εory

　o｛Proce6雛ε，§6Ca茎釜．L．建ev．騒i（茎｛｝78》．

繍　たとえば・麟捲建鱒のマキューエンとマイマンの実験や、麟掲淺鰯のアドラー

　らの実験もこのような麟撮睾こたつた設定と思矛フれる息

綱E．A、Ll磁，衰、∫．Llssa駄，亙）．E、CG簸lo欝，幾cls融C倉擁trola慮Pro£essC鐙

　tro董狂1實ects（難蚕｝roce｛沁r搬奎F廉r舞ess｝蟻δ霧e劔e搬s，i3｝｛搬r糞a甕。｛A蓄）費嚢e｛董Sodal

　Psyc｝生。茎Ogy33書｛欝黎3〉．

縫　麟掲滋2／。
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事実認定遍穫における手続縫与の心鐙分響（i〉（菅原　藩夫〉

縫

、
鱒
謡
響
瞬

馨
膝
韓

麟掲滋81．

鋳掲淫鱒。

罪しい実験設定に絶しては、恥廼．，β獅3毅一34§．

轟毒掲漉鋤．

幽　実諜、結果重裡の説瞬に有利な調査結果を示すいくつかの醗究も存窪するこ

　とも紹介されている、たとえば、ペレットとゴールドバーグ（｝鱗．βεギett蕊

　S．駐．Go16娩rg／の硯発では、被験者によって、よ管輝鐡支醍の高い講諄が鵯擬

　支醗の低い紳藏以上に公菱なものと見なされている点、ホールデンらの実験で

　は、よ鞍蕎い霧薮支醗の条緯設定のもとで、より低い鵯籔支醍の条件設定の被

　験者以一霞こ手続が公歪であるという感覚を抱いたという点などが報告されてい

　る．L盤｛墨＆Ty楚τ，鱗》．c髭、，罫鱒，

鱗晦薩塀α，膿．dt．，欝．醗．講勧結果は騨教授の謙において耀告さ

　蕊ている．それによれば、十分な弁論の機会が与えられたとの認識は、かな讐

　の程護訴訟繕果に鱗きずられるものの一定程度独立の認知として裁覇への満疑

　度を規定するという点が疑いだされ．事績籠与が戴覇の満足度を高める点が鮨

　嫡されている。搬獺曝1掲裁舞受容邊獲麟座法学論叢舞9巻i暑3§頁以下、43頁。

購丁．裟、Tylεr，K．衰as継娘饗．S鋼重。簸，丁嚢d曲ε盤。ε・｛V碗e。簸sa重ls－

　fact融w簸Lea6ers：建x躍t瞭t鮭e醗盆癌慧・｛Pr。cessC磁雌鰯・灘al

　（鍾Pers・鰹ltya磁Sむc13msy伽1・募y721i鰯》・

矯　　謬1掲涯、1毒。

蟹毒　L．睡縫sa搬e，厳．A．G濃》ε疑義」．T｝釜嚢》a慧t，丁熱ε｝…｛艶αs　o｛Co賊ro蓋。費Per－

　cleve透Fal蹴ss。ξPr。ce藤es罐0雛tc幟es，欝」搬翻魯運x麟灘e蕪tal

　S薇alPsダ。醸。欝223（ig831．

縮　実験の諄しい結果については，至極δ．，群群2鴛一器5．

曇霧　　C重．L量蓑｛董＆Tyler，（｝夢．c量t．，β．餐肇3．

麟　このように、紛争解決遍程の手続団体を当事者の嚢離規律に委ねることが手

　続全体の評醸iの海一1護こつながるという結果は、いわゆる「メタ弁論匪の存：窪慧

　義をある建疫推灘させるものといえる。

瀦灘瀬教授の調査では、裁判官の「緩かさ3というパーソナ婆ティーの認知が、

　弁論の機会を十分に与えられたか否かの判断に最も強籍影響力をもつことが示
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行政縫会論集　第2巻　第2号

　されている．そこでは、暖かいパーソナ聾ティーをもった裁報嘗が当事者の言

　い分を十分に饑き、冷たい裁無官は勃率的な訴訟捲揮によって言い分を十分に

　鷺かないという感覚が存在している点が鮨摘されているが．これらの詣接から

　するならば、ここで考えられるべき発言の機会という点も、単に一方的なもの

　ではなく、結果に影響を及ぼすか沓かはべっとしても、根芋のある入溝的な会

　話の機会の練緯である恵は十分に留意すべき点といえる．綴瀬聴鶏裁料受容

　過程鋤法学論叢欝9巻i号36頁以下。

翻C｛．L泌＆丁幾r，餓．c董t．，麹．7§琵．

〔本稿は昭舞63年度文部省科学暴究補跡金奨励羅究総の成果の一蕊をなすもの

である，1
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