
２０２１年度 
日本法社会学会学術大会 
オンライン参加案内 （各種リンク付） 

Ｗｅｂ開催 
2021年5月21日 （ 金 ） ・ 22日 （ 土 ） ・ 23日 （日 ）  

 
2021年5月19日版 

会員用 

日本法社会学会2021年度学術大会を、2021年5月21日（金）・22日（土）・23日（日） の3日間にわたって、イン
ターネット上のテレビ会議システムを用いて開催いたします。 

本来であれば、東洋大学を会場として開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染の広がりの状況が思わしく
なく、Web開催とすることについてご理解を賜りたく存じます。 
 

参加方法や時間については一部、4/14時点のプログラム集掲載内容から変更もありますので、参加に
あたっては、必ずこの「参加案内」をご参照ください。 
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会員用 青色の参加案内 



日本法社会学会 
2021年度学術大会参加方法 

【参加登録】学会員の大会参加登録および非会員の傍聴登録は5/15に〆切ました。おかげさまで参加者多
数につき〆切以降の新規受付はできかねますことをご了解ください。 
 
【参加方法】 
・学術大会はオンラインで開催されます。 
・この参加案内の7ページ以降のリンク付プロクラム表に記載の「クリックしてZOOMに参
加」として示されている分科会ごとのリンクをクリックしてご参加ください。 
・クリックしてうまくアクセスできない場合はZOOMアプリからミーティングIDとパスコードを
入力して参加してください。 
 
【参加時の名前表示】 
・参加されましたら、お名前を以下のように変更願います。 
操作方法はZOOM画面から（参加者→自分の名前にカーソル移動→詳細→名前の変更）
です。 
  例 鈴木一郎（会員・東洋大学） 
 

会員用 
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日本法社会学会 
2021年度学術大会資料ダウンロード 

【事前アブストラクト集】 
・各報告アブストラクトは法社会学会ウェブページにて「プログラム
集」の一部として公開されております。 
 
【当日報告レジメ・資料】 
・分科会ごとの発表用資料は、こちらにアップロードされています。
ダウンロードしてご利用ください。（アップロードされていない分科会
もございます。） 

会員用 
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http://jasl.info/
https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/66BcN2SJDrPJRXZ


日本法社会学会 
2021年度学術大会サポート情報 

【分科会ZOOMでのサポート】 
・各分科会には「ZOOM運用補助員」として学生バイトを配置しております。 
・音声や画像が出ないなどのアクセス等についてトラブルがあった場合は、この「ZOOM運

用補助員」にチャットでお問い合わせください。または下記問い合わせメールにお尋ねくだ
さい。 
 
【問い合わせ】 
・その他、学術学会全般についてのお問い合わせやオンラインアクセスでのトラブルなど
は、この参加案内をご覧になった上で、以下のメールまでお願いします。 
jasl-annual-meeting@ml.doshisha.ac.jp 
 
【バックアップZOOMミーティング】 
・各分科会のZOOMミーティングホストにトラブルがあった場合に備えて、バックアップ
ZOOMミーティングを設定しています。必要に応じ、司会や運営委員会からの案内に沿っ
てこちらに移動して分科会を続けてください。 
ミーティングID: 479 735 2429 パスコード: 0522  
 
 
 

会員用 
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mailto:jasl-annual-meeting@ml.doshisha.ac.jp?subject=2020%E5%AD%A6%E8%A1%93%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B
https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/4797352429?pwd=Tkc0ZjN3bzhMZDRFWDk3S0F2dWN4QT09
https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/4797352429?pwd=Tkc0ZjN3bzhMZDRFWDk3S0F2dWN4QT09
https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/4797352429?pwd=Tkc0ZjN3bzhMZDRFWDk3S0F2dWN4QT09
https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/4797352429?pwd=Tkc0ZjN3bzhMZDRFWDk3S0F2dWN4QT09


日本法社会学会 
会員総会のご案内 

5月22日（土）13時30分より、会員総会がテレビ会議システムを用いて開催されます。 
会議室情報については、以下のとおりです。会員のみなさまにおかれましてはご出席

をお願い致します。 
 

 
日 時：５月２２日（土）13:30から14:30まで 

アクセス先 

ZOOMミーティングはこちらをクリック（ミーティングID: 898 1558 6323 パスコード: 
629240） 

資料掲載先 

Webブラウザでの閲覧のみ（ダウンロード不可） 

 
 

会員用 

5 

https://us02web.zoom.us/j/89815586323?pwd=U3VzeE9pVWRsWEVqQmllcXZNbnpmdz09
https://us02web.zoom.us/j/89815586323?pwd=U3VzeE9pVWRsWEVqQmllcXZNbnpmdz09
https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/FcCftmH6w8rdrCT
https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/FcCftmH6w8rdrCT


懇親会のご案内 

５月22日（土）のプログラム終了後、テレビ会議システムを用いた懇親会を開催致します。 
 

ZOOMミーティングにて関係者挨拶等の後、Spatial Chatに移動して懇談します。 
 

日 時：５月２２日（土）18:05から20:00頃まで 

アクセス方法 

まず、必ずこちら で参加案内をご覧ください（閲覧のみ・ダウンロード不可） 

ZOOMミーティングはこちらをクリック（ミーティングID: 479 735 2429 パスコード: 0522） 

Spatial Chatはこちらをクリック、名前を入れてからContinue 

※Spatial Chatは土曜日の9:30より「休憩室」として開設しております。お試しになりたい方はご自由にご利
用ください。 

 

会員用 
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https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/FcCftmH6w8rdrCT
https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/4797352429?pwd=Tkc0ZjN3bzhMZDRFWDk3S0F2dWN4QT09
https://spatial.chat/s/jasl2021
https://spatial.chat/s/jasl2021
https://spatial.chat/s/jasl2021


5/21（金） 031.若手ワークショップ

13:00-17:00 「研究の国際化の意義・方法・課題」

コーディネーター

石田京子，李英，杉田和正
クリックしてZOOMに参加  ミーティングID: 970 1942 4260  パスコード: 980989

太田勝造「研究の国際化の意義・方法・課題」

山口絢「若手研究者による国際会議での報告の経験談・心得」

石田京子「国際会議でのプレゼンや議論のスキルを学ぶ」

「若手会議」

https://zoom.us/j/97019424260?pwd=dmpCQmQrZGRHRkFpdjMrL3FrUkwzUT09


5/22（土） 111.ミニシンポジウム① 112.ミニシンポジウム② 113.ミニシンポジウム③ 114.企画関連ミニシンポジウ
ム(1)

115.個別報告分科会①

9:30-12:30 【Parsons 社会学の再発見】 【現代日本社会における人々
の紛争経験：超高齢社会の紛
争経験と司法政策プロジェク
ト『紛争経験調査』の知見を
踏まえて】

【コロナ禍の中小企業支援を
めぐる法と法曹】

【被害者と加害者をつなぐ
法】

コーディネータ・司会 コーディネータ・司会 コーディネータ・司会 コーディネータ・司会 司会

樫村志郎 阿部昌樹 金子由芳 平山真理 米田憲市

クリックして
Zoomに参加→

ミーティング ID: 825 1341 9183 
パスコード : 604563

ミーティング ID: 84362334183
パスコード : 812331

ミーティング ID: 85729019362
パスコード : 225979

ミーティング ID: 86050818551
パスコード : 524467

ミーティング ID: 96266045209
パスコード : 001352

樫村志郎「Parsons 社会学の再発見—
Garfinkel のParsons’ Primer の読解
から」

佐藤岩夫「プロジェクトの概要」 飯考行「コロナ危機の法社会学」 藤本亮「関係性の修復と法～企画趣
旨～」

安藤泰子「国際刑法における刑罰権
の構造的把握に関する考察―法社会
学の発展のなかで―」

菅野昌史「Parsons’ Primer から法
のエスノメソドロジー研究への示
唆」

杉野勇「紛争ピラミッドの12年」 髙井章光「コロナ禍の中小企業支援
と弁護士の役割」

平山真理「わが国における修復的司
法の現状と今後の展望」

許仁碩「デモ低迷期における公安警
察の言説：規制必要性の再生産を中
心に」

久保秀雄「Parsons社会学からみたエ
スノメソドロジー：相互補充と相乗
効果の可能性」

濱野亮「弁護士相談の規定要因とそ
の近年の変化――—コネの有無を中
心に」

赤西芳文「コロナ禍における事業支
援と特定調停の役割・課題」

黒澤睦「刑事手続は被害者と加害者
の関係修復の場となり得るのか」

久米一世「スコットランドにおける
土地関連法改革に関する一考察」

池谷のぞみ「『時間と空間を超える
秩序』の実践的マネジメント」

阿部昌樹「紛争終結のパターン」 川嶋四郎「コロナ禍の中小企業支援
における法的セーフティネットの形
成－手続のIT化と弁護士・地域金融
機関の役割を中心に」

鴨下智法「修復的司法の現場から
（仮）」

今井聖「『いじめ』の定義と事実認
定の実践：自死事案における調査委
員会の『困難』をめぐって」

西澤弘行「パーソンズ・EMCA・文
化人類学」

鹿又伸夫「専門機関への相談とトラ
ブル解決費用──地獄の沙汰も金次
第？」

豊島ひろ江「コロナ禍における紛争
解決手続のIT化と更なる発展への期
待」

斎藤章佳「加害者臨床における修復
的司法アプローチの試み－性犯罪被
害者と加害者の対話プログラムから
見えてきたこと」

小田桐忍「戦後日本法学の教育学的
レガシー」

土屋明広「高齢者の紛争経験と対応
行動」

金子由芳「コロナ禍の中小企業支
援：アジア諸国の状況」

小佐井良太「指定討論」

12:30-13:30 昼食

12:30-13:30 121.女性ランチョン クリックしてZoomに参加→ミーティングID: 92526304836 パスコード: 868783

13:30-14:30 122.会員総会 クリックしてZoomに参加→ミーティングID: 89815586323 パスコード: 629240

https://us02web.zoom.us/j/82513419183?pwd=VEdGZlZzU2NQaVBUWmhWYk1EeW4zQT09
https://us02web.zoom.us/j/82513419183?pwd=VEdGZlZzU2NQaVBUWmhWYk1EeW4zQT09
https://list-osaka-cu-ac-jp.zoom.us/j/84362334183?pwd=TDkzTlY2Y2IySXpKbHBIWWJDVVZ5UT09
https://list-osaka-cu-ac-jp.zoom.us/j/84362334183?pwd=TDkzTlY2Y2IySXpKbHBIWWJDVVZ5UT09
https://kobe-u-ac-jp.zoom.us/j/85729019362?pwd=OHNSWXZDL0d0bHUwUk8zaklacDJmZz09
https://kobe-u-ac-jp.zoom.us/j/85729019362?pwd=OHNSWXZDL0d0bHUwUk8zaklacDJmZz09
https://kobe-u-ac-jp.zoom.us/j/85729019362?pwd=OHNSWXZDL0d0bHUwUk8zaklacDJmZz09
https://us02web.zoom.us/j/86050818551?pwd=Y1R6TzJjd3RkdTVxZmZLdzlYUy9KZz09
https://us02web.zoom.us/j/86050818551?pwd=Y1R6TzJjd3RkdTVxZmZLdzlYUy9KZz09
https://zoom.us/j/96266045209?pwd=VVY4Z2JtQ2tOOE5QcEtCeGFrNzladz09
https://zoom.us/j/96266045209?pwd=VVY4Z2JtQ2tOOE5QcEtCeGFrNzladz09
https://zoom.us/j/92526304836?pwd=VjdFbTJZellPOGpDb1pRR1FKcEhrZz09
https://us02web.zoom.us/j/89815586323?pwd=U3VzeE9pVWRsWEVqQmllcXZNbnpmdz09


5/22（土） 131.ミニシンポジウム④ 132.ミニシンポジウム⑤ 133.ミニシンポジウム⑥ 134.企画関連ミニシンポジウ
ム(2)

14:30-18:00 【刑事分野における弁護士活
動の高度化と多様化に関する
総合的分析：ウェブ調査とイ
ンタビュー調査によって】

【福島原発事故と社会科
学――10年間の振り返りとこ
れから】

【民事訴訟利用者の行動と態
度】

【ソーシャルメディアと法：
つながりと分断】

コーディネータ・司会 コーディネータ・司会 コーディネータ・司会 司会

宮澤節生 大坂恵里 太田勝造 藤田政博

クリックして
Zoomに参加→

ミーティング ID: 86305663073
パスコード : 179166

ミーティング ID: 83498098401
パスコード : 129148

ミーティング ID:83072755314
パスコード :785498

ミーティング ID: 860 3465 2053
パスコード : 378103

武士俣敦「ウエブ調査データの分
析―その１―」

渡辺淑彦「原発事故１０年〜原子力
損害賠償実務において残された課
題」

佐伯昌彦「『和解の成立要因として
の当事者および弁護士の意識』の再
現研究」

藤本亮「人間関係の変容とSNSの隆
盛～企画趣旨～」

久保山力也「ウエブ調査データの分
析―その２―」

関礼子「ふるさと剥奪被害の現
在――社会学の視点から」

森大輔「裁判にかかる費用や時間に
ついての認識と裁判利用行動意図の
関係――裁判未経験者と経験者の比
較」

藤代裕之「ミドルメディアと情報統
合」

上石圭一「ウエブ調査データの分
析―その３１―」

除本理史「賠償政策の10年を検証す
る」

平田彩子「司法システムと自然人・
法人――自然人原告の訴訟経験は自
然人被告と法人被告で異なるか――
」

成原慧「つなぐ／切り離すSNSと
法」

畑浩人「第一期インタビューによる
分析の第二期～第四期インタビュー
による深化―その１―」

大坂恵里「大規模災害における被害
救済——法学の視点から」

佐藤伸彦「訴訟利用調査における自
由回答データの分析――裁判制度を
利用した利用者のニーズや期待――
」

松尾陽「メディアとしての法，メ
ディアとしてのアーキテクチャ」

宮澤節生「第一期インタビューによ
る分析の第二期～第四期インタ
ビューによる深化―その２―」

飯考行「コメント」 飯田高「総括とコメント」 尾崎一郎「指定討論」

高平奇恵「コメント」 須網隆夫「コメント」

池永知樹「コメント」

18:05-19:30 141.懇親会 （挨拶）クリックしてZoomに参加→ミーティングID: 479 735 2429 パスコード: 0522

（懇談）クリックしてSpatial Chatに参加

https://us02web.zoom.us/j/86305663073?pwd=ak1sQy9JdGI4d2JSbVViR2pCT2w1dz09
https://us02web.zoom.us/j/86305663073?pwd=ak1sQy9JdGI4d2JSbVViR2pCT2w1dz09
https://us02web.zoom.us/j/83498098401?pwd=VUN1aGJMRmY4eVQ2ZFBTbVU5USttZz09
https://us02web.zoom.us/j/83498098401?pwd=VUN1aGJMRmY4eVQ2ZFBTbVU5USttZz09
https://us02web.zoom.us/j/83072755314?pwd=NUIzc2t0akxqU2Q5OW9uT29TcVdmUT09
https://us02web.zoom.us/j/83072755314?pwd=NUIzc2t0akxqU2Q5OW9uT29TcVdmUT09
https://us02web.zoom.us/j/83072755314?pwd=NUIzc2t0akxqU2Q5OW9uT29TcVdmUT09
https://us02web.zoom.us/j/86034652053?pwd=cExZZ0E4eWhENHZNYTJYTGluR3Z0QT09
https://us02web.zoom.us/j/86034652053?pwd=cExZZ0E4eWhENHZNYTJYTGluR3Z0QT09
https://us02web.zoom.us/j/86034652053?pwd=cExZZ0E4eWhENHZNYTJYTGluR3Z0QT09
https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/4797352429?pwd=Tkc0ZjN3bzhMZDRFWDk3S0F2dWN4QT09
https://spatial.chat/s/jasl2021


5/23（日） 211.ミニシンポジウム⑦ 212.ミニシンポジウム⑧ 213.ミニシンポジウム⑨ 214.個別報告分科会②

9:00-12:00 【裁判員制度における評議の
グッド・プラクティスを探求
する】

【法社会学からみた科学・学
術，政治，法のダイナミク
ス】

【リーガル・マインドの脳科
学】

オルガナイザー・司会 コーディネータ・司会 コーディネータ・司会 司会

北村隆憲 木下麻奈子 加藤淳子 金子由芳

クリックして
Zoomに参加→

ミーティング ID: 81880188671
パスコード : 413248

ミーティング ID: 84782488722
パスコード : 033855

ミーティング ID: 84829862948
パスコード : 766700

ミーティング ID: 85022186253
パスコード : 903048

三島聡「裁判員裁判の評議における
裁判官の主要課題とその対応策」

木下麻奈子「企画の趣旨：法社会学
からみた科学・学術，政治，法のダ
イナミクスとは」

浅水屋剛「法学における脳神経科学
研究：法専門家と非法専門家の判断
（仮題）」

佐々木通孝「最高裁判決が遺伝子の
特許権に及ぼした影響 ― Myriad事件
を題材にした実証分析 ―」

森本育代「裁判官と裁判員を『チー
ム』にする実践」

小林哲郎「メディアと世論形成：分
断と極性化の視点から」

加藤淳子「社会科学における脳神経
科学研究：法的判断と日常的判断
（仮題）」

井上由里子・佐々木通孝・吉岡（小
林）徹「わが国の標識関連紛争にお
ける『需要者アンケート』の利用実
態 ― 日本商標協会会員対象の実態調
査に基づく分析 －」

北村隆憲「評議における相互理解の
達成と技法」

見平典「司法と政治の交錯」 太田勝造「認知脳科学と法実務」 金子宏直「法学教養科目を取り巻く
環境　–国立大学法人を例として-」

小宮友根「『対等な』議論のための
『非対称な』相互行為」

郭薇「立法過程における法学者のか
かわり方に関する一考察：「知識提
供」から「意見調整」へ」

稗田雅洋「裁判員裁判経験のある裁
判官からのコメント」

齋藤宙治「面会交流・養育費の取り
決め及び履行の変容」

國井恒志「コメンテイター１」 出口雄一「法学における戦時と戦
後――立法・解釈・『科学』」

サトウタツヤ「コメンテイター２」 小林傳司「『誤りうる科学技術を正
当に科学技術として扱う』とは？」

城山英明「ディスカッサント(1)」

高橋裕「ディスカッサント(2)」

12:00-13:00 昼食

https://us02web.zoom.us/j/81880188671?pwd=eGwxNTY3ZzBJNkIwS1FZdnVTRVlPQT09
https://us02web.zoom.us/j/81880188671?pwd=eGwxNTY3ZzBJNkIwS1FZdnVTRVlPQT09
https://us06web.zoom.us/j/84782488722?pwd=VmlOZmRwaDZUYlNpNmJSR0prV3JUdz09
https://us06web.zoom.us/j/84782488722?pwd=VmlOZmRwaDZUYlNpNmJSR0prV3JUdz09
https://us06web.zoom.us/j/84782488722?pwd=VmlOZmRwaDZUYlNpNmJSR0prV3JUdz09
https://us02web.zoom.us/j/84829862948?pwd=SDNUR1daemIxNTZFZ09HNDZvTytyZz09
https://us02web.zoom.us/j/84829862948?pwd=SDNUR1daemIxNTZFZ09HNDZvTytyZz09
https://us02web.zoom.us/j/84829862948?pwd=SDNUR1daemIxNTZFZ09HNDZvTytyZz09
https://kobe-u-ac-jp.zoom.us/j/85022186253?pwd=a0krL01PdEljN25DZ2k2dCtlTUg3UT09
https://kobe-u-ac-jp.zoom.us/j/85022186253?pwd=a0krL01PdEljN25DZ2k2dCtlTUg3UT09


5/23（日） 231.全体シンポジウム

13:00-16:50 【つなぐ法・きりはなす法】

司会

見平典・齋藤宙治
クリックしてZoomに参加→ミーティング ID: 850 9401 7659 パスコード : 455075

藤本亮「つなぐ法ときりはなす法～企画趣旨」

山本龍彦「憲法学におけるプライバシー権論の展開と『つながり』」

石田慎一郎「African litigiousnessのとらえ方：民族誌の新しい比較」

郭薇「法学は公共的議論にとって有用か：『ファクトチェック』と法律家の情報発信」

久保秀雄「指定討論」

16:50-17:00 241.理事長閉会挨拶 （全体シンポジウムから継続）クリックして Zoomに参加→ミーティング ID: 850 9401 7659 パスコード : 
455075

https://us02web.zoom.us/j/85094017659?pwd=ditkTjhONzFXTXIzRzdua1RVaWhjZz09
https://us02web.zoom.us/j/85094017659?pwd=ditkTjhONzFXTXIzRzdua1RVaWhjZz09
https://us02web.zoom.us/j/85094017659?pwd=ditkTjhONzFXTXIzRzdua1RVaWhjZz09
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