
 

 

 

 

 

 

 

 

 パネルディスカッション  

パネリスト 

◆ 藤村  啓 弁護士 元東京高等裁判所部総括判事 

◆ 三屋 裕子 元日本バレーボール協会理事 

◆ 中村 元弥（現状分析チーム） 弁護士 

◆ 曽場尾 雅宏（基盤アクセスチーム） 弁護士 

◆ 和田 光弘（費用対策チーム） 弁護士 

◆ 宮﨑  隆博（時間対策チーム） 弁護士 

◆ 苗村 博子（充実審理チーム） 弁護士 

◆ 富田 隆司（判決・執行改革チーム） 弁護士 

 

コーディネーター  

◆ 今井 和男（民事裁判部会長） 弁護士 

第１部 
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◇ 第１部 民事裁判を利用しやす

くするために ◇ 

 
司会 それでは第１部「民事裁判を利

用しやすくするために～費用、時間、

充実審理、判決・執行など～」に入り

ます。 
 登壇者の方はお上がりください。 
 なお第１部はただいまから午後１時

までを予定しています。ここからの司

会進行はコーディネーターの今井和男

民事裁判部会長にお願いいたします。

それではよろしくお願いします。 
 
１ 民事訴訟の現状分析 

今井（コーディネーター） それでは、

ただいまより第１部「民事裁判を利用

しやすくするために」のテーマのパネ

ルディスカッションを始めます。私は

本日の進行役であります今井でござい

ます。どうかよろしくお願いします。

（拍手） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 それでは本日のパネリストの方々を

ご紹介いたします。元東京高等裁判所

部総括判事で現在、東京弁護士会の弁

護士でいらっしゃる藤村啓さんです。

（拍手） 
藤村 ご紹介にあずかりました藤村で

す。よろしくお願いします。（拍手） 
今井 一般財団法人日本バレーボール

協会評議員、株式会社アシックス監査

役、一般財団法人東京オリンピック・

パラリンピック競技大会組織委員会顧

問の三屋裕子さんです。（拍手） 
三屋 おはようございます。よろしく

お願いします。（拍手） 
今井 それでは次に、民事裁判部会の

６人のチーム長をご紹介いたします。

それではチーム長の皆様、よろしくお

願いします。 
中村 現状分析チーム長の旭川弁護士

会、中村元弥でございます。（拍手） 
曽場尾 基盤アクセスチーム、長崎県

弁護士会の曽場尾雅宏と申します。（拍

手） 
宮﨑 時間対策チーム、岡山弁護士会

の宮﨑隆博と申します。よろしくお願

いします。（拍手） 
和田 費用対策チームの新潟県弁護士

会の和田光弘です。よろしくお願いし

ます。（拍手） 
苗村 充実審理チーム、大阪弁護士会

の苗村博子と申します。よろしくお願

いします。（拍手） 
富田 判決・執行改革チームを担当し

ました愛知県弁護士会の富田隆司です。

よろしくお願いします。（拍手） 
今井 それではまず、「民事裁判（訴訟）

の現状分析」について、現状分析チー

ム長の中村さんからご報告いただきま

す。中村さん、よろしくお願いします。 
中村 私からパワーポイントを使って

ご説明しますが、パワーポイントと同

じものが、お手元に別刷りで配付して

あります。【本記録集 p39～p46 に掲載】 
 これ（民事第一審訴訟の新受件数の

推移）は全国の地方裁判所で民事訴訟

が新しく受付けられた件数のグラフで

す。事件は一時、大幅に増えましたが、

その大部分が薄い青色であらわされて

いる過払金返還請求です。これも平成

21 年をピークに減り始め、下の紫の部

分、過払金以外の事件は実は横ばいで

あることがわかります。まあ弁護士が

増えたので交渉や ADR で終わる事件 
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が増えたのではないかとお考えかもし

れないので、伝統的 ADR である調停

を見てみましょう。 
 民事調停の件数は平成 15 年をピー

クに劇的に減っています。これも水色

の特定調停が占める割合が大きくて、

それ以外の紫色の一般調停は横ばいで

す。ほかの ADR を見てもさほど増加

しているわけではありません。 
 私がこの間、いろいろな統計を調べ

て一番びっくりしたのが訴訟や交渉の

入口ともいえる民事保全事件の件数で

す。ごらんのようにどんどん減る一方

で、昨年は 2000 年の実に半分以下に

なっています。2007 年にお隣の韓国で

は 49 万件というケタ違いの保全事件

があったそうです。 
 しかし、その一方で各種相談窓口に

はごらんのようなかなりの件数の相談

や問い合わせが寄せられています。法

テラスのサポートダイヤルの問い合わ

せはやや減少傾向ではありますが高止

まりしています。消費生活相談の件数

は９年ぶりに増加しました。個別労働

紛争の相談件数は折れ線グラフのほう

ですが、これも頭打ちではありますが

高止まりしています。このギャップを

どう考えたらいいのでしょうか。 
 さて、今回私たちは従来弁護士が足

りないと言われてきた過疎地域で弁護

士が増えた結果、訴訟件数はどうなっ

たのかという切り口からある地域に着

目しました。釧路地裁の帯広支部です。

この北海道の地図の中の十勝と書いて

あるあたりです。十勝花子の十勝です

と言っても笑うのは年寄りばかり（笑）。

支部管内の面積は１万平方キロを超え

ていて日本で７番目に大きい岐阜県よ

りもちょっと大きいです。管内人口は

35 万人しかいないという過疎地域で

す。このパワーポイントも帯広の岩崎

優子弁護士につくっていただきました。 
 アアーアアアアア、アアーアアアア

ア。（北海道的なメロディを口ずさむ）

続きは懇親会で（笑）。本日はミュージ

カル形式になっておりまして、この後、

１人１曲ずつ歌う予定になっておりま

す。うそです（笑）。帯広は北海道で一

番お菓子のおいしいところです。左に

写っているのは豚丼です。これを見て

ジンギスカンと言った人がいたので一

応説明しておきます（笑）。 
 帯広の弁護士数です。平成 16 年の

10 人から今や 30 人に届く勢いです。

さぞ訴訟の数も増えたことでしょう。

まず釧路地裁帯広支部の民事事件数を

見てみましょう。「あっと驚くタメゴロ

ー」（笑）。弁護士が 10 人だったころと

同じぐらいの件数に減っている。いや、

簡裁の事件ぐらいは増えているんじゃ

ないか。「ダメよ～、ダメダメ」（笑）。

このような状況について帯広の弁護士

さんのご意見を聞いてみました。 
 人口規模が縮小しており、経済低迷

も相まって減少しているのではないか。

弁護士の増加により双方代理人が就任

して訴訟外で解決できる紛争が増加し

ているのではないか。2012 年の後半か

ら急激に相談件数が減少してきた。そ

の原因はよくわからない。債権回収は

ファクタリングやサービサーに流れて

いるのかもしれない。訴訟に対する社

会的ニーズの減少、例えば債権の税務

処理に訴訟を必要としなくなった。特

定の紛争、例えば交通事故については
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ADR、弁護士による交渉、斡旋等が利

用されるようになったことも背景にあ

るのではないか。事件数なんて水物な

ので原因といっても分析は難しいので

はないかというドライなご意見もちょ

うだいしています。 
 帯広の若手経営者の方の感想もお聞

きしてみました。自分が抱える問題が

弁護士に相談すべき案件かわからない

こともある。どのぐらいの費用がかか

るかわからない、高い請求書が来そう。

気軽に相談、ちょっと聞いてみたいと

いうことが難しそう。民事訴訟は財務

処理に必要と思われる期間内での費用

対効果に見合う解決が見込みなさそう。

あの日弁連が大枚はたいたテレビコマ

ーシャルについては「だれも知らない」

という残念な結果になっておりました。 
 こういう話をしていると、中村、お

まえは極端な場所を拾ってきただろう

と言われそうですが、第５回迅速化検

証報告書資料編の最後に興味深い表が

載っています。2012 年の各地裁の民事

訴訟新受件数を管内の弁護士数で割っ

た数字です。このままでは見づらいの

で数字だけ拡大します。東京 2.7、大阪

4.5、全国 5.0 という中で、弁護士数が

少ない６つの弁護士会を見てみると、

全国平均とそんなに離れない範囲にお

さまっております。旭川も7.4件です。 
 さらに恐ろしいデータを見つけてき

ました。2009 年の地裁のワ号新受事件

と管内弁護士数をそれぞれ 100 とした

場合の 2013 年の指数です。ワ号事件

の減り方の激しい順に並べてあります。

青森は４年間で弁護士数が 1.6 倍以上

に増えたのにワ号事件が４年前の

26.8％に減ってしまいました。26％減

ったんじゃないですよ。73％以上減っ

て 26％台になったんです。旭川も弁護

士が 1.5 倍になったのにワ号は 37.9％
に減って６位でございます。私も旭川

では「早く顧問先を置いて死んでくれ、

クソジジイ ベスト５」という箱に入れ

られて司法改革のＢ級戦犯として若手

から冷たい目で見られているこのごろ

でございます。 
 さあ、このままいくと別の問題のシ

ンポになりそうですが、気分が落ち込

んできたところで（笑）グローバルな

視点から見てまいりましょう。2010 年

における各国の人口 10 万人当たりの

民事訴訟事件数を計算してみました。

この場合の各国の民事訴訟事件の定義

については下に書いた資料をご参照く

ださい。 
 人口比でアメリカの８分の１、イギ

リス・フランスの４分の１、ドイツ・

韓国の３分の１と「民事司法を利用し

やすくする懇談会」の最終報告書にま

とめられています。 
 ではなぜ民事訴訟が増えないのか、

その原因を考えよう!!と勢いだけは元

気にまいりましょう。まず着目したの

が民事訴訟制度研究会の「2011 年民事

訴訟利用者調査」です。これは実際の

訴訟経験者から抽出した 2400 人ちょ

っとの方にアンケートしたもので

2006 年も同様の調査をしています。 
 そのアンケートの問 10、裁判が開始

されるに当たって、ためらいやできれ

ば避けたいという気持ちはありました

か。「はい」が 46.7％、その方々に裁

判を避けたいと思った理由を聞いてい

ます。「時間がかかると思ったから」「費

用がかかると思ったから」。この２つが

７割以上で突出しています。「世間体が

悪いと思ったから」は 20.1％しかあり

ません。 
 問 14 で地裁での裁判を終えてかか

った時間をどのように思いますかと聞

いています。「長い」が 44.2％です。

あれ、民事訴訟法が変わってから民事

訴訟はどんどん短くなったのではない

かとお思いかもしれません。 
 地裁の平均審理期間のグラフです。

赤いのが過払金以外の事件のグラフで

す。一時8.1カ月までいったのですが、
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最近では8.9カ月まで延びて2000年の

水準に戻っています。 
 問 14－１で、かかった時間が長いと

思ったのはどの段階でしょうかとお聞

きしていますが、「期日と期日の間」と

いうのが 44.5％あります。訴訟期日は

１カ月置きという我々の通常の感覚に

反省を求められる内容です。 
 第３回の迅速化検証報告書では、審

理期間長期化の原因として、裁判官１

人当たりの手持ち件数の多さや法廷の

不足が原因となっている可能性が示唆

されており、裁判官の増員や法廷の増

設が強く望まれるところです。 
 大阪弁護士会が 2012 年の夏に行っ

て当時の大阪の弁護士の約１割から回

答を得たアンケート調査があります。

支部を含めた大阪地方裁判所の民事部

の裁判官の数は足りないという声が多

く、裁判官が忙し過ぎるのではないか

と思うことが、「よくある」が 38％、「時

折ある」48％になっております。判決

書きの説得力にも不満が示されていま

す。 
 大阪高裁で７年間部総括判事を務め

られた井垣敏生さんは最近のシンポジ

ウムで「争点整理手続について裁判官

も事案を十分に把握していないのか、

進行をリードできず、争点が一向に整

理されず、いたずらに期日を重ねてい

るようなケースも見られる。集中証拠

調べは半日コースなどの時間枠にとら

われているように見える。高裁で争点

を整理してみるともっと尋問したい人

物がいるのに、原審では採用していな

い」と辛口の発言をされ、その原因の

第一を裁判官の不足に求めておられま

す。 
 利用者調査に戻りますと問 11 で、今

回の裁判が始まった時点で地方裁判所

での裁判が終わるまでにどのぐらいの

費用がかかるか事前に予想がつきまし

たかと聞きました。「全く予想がつかな

かった」人が 38.2％もいて、2006 年調

査の 48.4％よりは改善しているのです

が、まだまだという数字です。ある程

度は予想がついた人の情報源ですが、

弁護士が 79.5％と圧倒的で書籍やイン

ターネットというのは案外に少ない。

我々は弁護士費用についての一層の広

報努力が必要で、特にインターネット

などにアクセスできない情報弱者への

対応が求められているといえそうです。 
 弁護士費用保険の話をします。大抵

は自動車保険についている特約が多い

のですが、このたび単独の弁護士費用

保険が少額短期保険という枠組みを使

って登場しました。プリベント少額短

期保険株式会社の「mikata／ミカタ」

で月々2980 円をキーワードに地方で

のテレビコマーシャルやインターネッ

トで宣伝されています。2013 年５月に

販売を開始してことし６月で 7000 件

という契約件数をどう評価するかであ

ります。 
 さて、我々は今回のシンポジウムを

前に会員アンケートを実施し、1000 人

を超える会員から回答をいただきまし

た。その第１問は、訴訟が増えない原

因は何だと思うかという質問です。や

はりここでも費用、時間関係の選択肢

が 40％前後と高い数字を示していま

す。しかし、このアンケートで特徴的

だったのは証拠収集手段などへの不満

も 30％以上ありますが、執行制度が不

備だとか、執行しても回収できないと

いった選択肢の回答率が５割、６割と

突出して高いことです。18 の選択肢が

ありますが、執行関係の数字が突出し

ていることがわかります。 
 財産開示手続という相手の財産を調

べるための手続がつくられましたが年

間 1000 件程度しか使われていません。

2012 年の韓国とは制度の違いもあり

ますが２桁違います。 
 今回の会員アンケートでは損害賠償

として認められる額の受け止め方につ

いても聞いてみました。精神的損害は
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「想定より低い」が 47.8％、「想定よ

りかなり低い」が 12.8％になっており

ます。 
 さらに驚くのが懲罰的（抑止的）損

害賠償についての回答で、「事案によっ

て（賛成）」を含めると賛成者が 76％
を超えており、金額も実損害額の２倍

以上の加算でも賛成という方が 27％
もおられ、実務の厳格な損害認定に対

する不満のマグマがたまっていること

がうかがわれます。 
 以上を受けまして、我々民事裁判部

会は解決への処方箋として５つのチー

ムを編制し、対策を検討いたしました。

これからのシンポでそれを発表します

が、私のパートの最後として各チーム

にまたがる複合問題としての「支部問

題」、特に裁判官が常駐していない支部

について語らせていただきます。 
 クイズです。この建物は何でしょう。

ホテルかな、ゴルフ場のクラブハウス

かなとお考えかもしれませんが、私の

地元の旭川地裁の紋別という支部です。

海を見晴らす丘の上にあるので冬にな

ると流氷が見えます。しかし、このす

ばらしい建物に簡裁の裁判官は常駐し

ていますが、地裁の裁判官は月に３日

しかお越しになりません。我が旭川地

裁の管内には稚内、名寄、留萌、紋別

と４つの支部が白い丸のところにある

のですが、いずれも月に３日しか地裁

の裁判官は来られないのです。よく非

常駐支部の話で、うちの支部は週に２

日しか裁判官が来ないという話を聞く

と大変うらやましいと思うのでありま

す。 
 今月のカレンダーですが、赤丸がつ

いているのが稚内と名寄の開廷日で、

青丸がついているのが留萌支部と紋別

支部の開廷日です。支部の事件を掛け

持ちすると移動だけで大変なことにな

ります。逆に裁判官はこの３日間でそ

の支部のすべての事件、民事裁判、刑

事裁判から破産や調停まで片付けなけ

ればいけないのです。同じ時間に裁判

と調停を同時進行で行うということに

なります。 
 私も以前、ある支部で国選事件をや

っておりまして、ちょうど情状証人を

泣かせているところで職員が裁判官の

ところにつかつかと紙を持っていって、

それを見た裁判官が「調停が成立しま

したので暫時休廷」と言って出ていっ

てしまったことがございます。そのま

ま残される弁護人の気持ちになってご

らんなさい。そういう状況ですから、

例えば弁護士がその３日間が差し支え

があったりすると、次が２カ月先にな

るのです。新聞記事に「長期化する離

婚調停」という見出しがついています。

開廷日のタイミングで DV の保護命令

を一たん取り下げたという事例もござ

いました。 
 破産事件は個人でも管財事件になる

場合が多いのですが、そうなると支部

では扱いません。全部旭川の本庁で債

権者集会などを行います。そのために

稚内の事件であれば当事者と申立代理

人が片道４時間かけて出張しなければ

いけないのです。東京から新潟まで新

幹線ではなくて在来線で出張すると思

いなさい。稚内の債権者から管財人で

ある私に「何で稚内でやらないんだ」

と文句が来るのですが、私に言われて

も困るんです。労働審判も本庁でしか

取り扱わないので同じようなことにな

ります。使用者側が地元の中小企業な

らそちらも大変です。 
 かつて NHK で「ジャッジ」という

ドラマが放送されていましたが、あの

主人公の裁判官がした勾留決定に対し

て準抗告をすると記録はどうなると思

いますか。書記官がかついで鹿児島地

裁本庁行きの飛行機に乗るんです。台

風で欠航したらどうなるんでしょうか。 
 ことしの４月の『判例時報』に掲載

されたシンポジウムの中で、こういう

支部問題に IT の問題をからめて IT を
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使って本庁と支部の距離の壁を超える

ことができないかといった漫談をして

いますので、ご興味のある方はお読み

ください。こんなおもろくない話はや

めてしまえというお叱りの声もなく、

ぼやき講座、予定終了でございます。

ごきげんよう、さようなら。（拍手） 
今井 きっと何かアドリブをされるん

だろうなとは思っていたんですけど、

まさか歌い出すとは思わなかったので

コーディネーターはちょっと戸惑って

おります。中村さん、ありがとうござ

いました。 
 今回の司法シンポジウムでは、市民

にとって本当に身近で利用しやすい司

法を実現するためにどうしたらいいか

ということをテーマにしています。こ

のテーマに関しまして、各チームごと

に提言をまとめ、基調報告書に記載し

ています。詳細につきましては、基調

報告書をぜひごらんください。 
 第１部では各チームの検討結果につ

きまして、これから議論を進めたいと

思います。各チームの提言につきまし

ては、その要約を正面のプロジェクタ

ーに表示していますので、こちらもあ

わせてごらんいただければ幸いです。 
 さて、民事裁判の利用をためらう主

な理由の一つとして、先ほど中村さん

からもご指摘がありましたとおり、時

間がかかることが挙げられました。時

間がかかることにつきましては、裁判

自体に時間がかかるということのほか

に、裁判所や弁護士へのアクセスに時

間がかかるということも含まれると思

います。まず裁判所へのアクセスにつ

いて議論を進めたいと思います。 
 
２ 「地域で孤立する裁判所」から

「地域に根ざした裁判所」へ 

今井 先ほど中村さんから詳細な支部

の実情についてお話しいただきました。

裁判所へのアクセスが不便なために裁

判を利用しにくいという理由として、

ご指摘のとおり支部管轄地域の問題が

あると思います。曽場尾さん、どうし

て支部はこんなに不便な状態になって

いるのでしょうか。 
曽場尾 端的に申し上げて、支部を初

めとする裁判所が不便なために市民が

困っていることを裁判所が知らない。

たぶん実感として裁判官がわかってい

ない。だから支部が不便なままなのだ

ろうと思います。 
今井 裁判所は市民が困っていること

をなぜ知らないのでしょうか。 
曽場尾 そうですね。裁判所がそれを

知らないのは、まず第一に、裁判所が

地域に根差していないから。地域から

孤立しているから。だからそういった

情報が入ってこないのだと思います。

私は、ある市民の方に「裁判所につい

てどう思いますか」という印象を尋ね

たことがあります。その方がおっしゃ

るには、まず「怖い。」。それから「昔

から裁判所の建物があそこにあるとい

うことは知っているけど用はない。」。

市民は裁判所について用はないと思っ

ているわけです。 
 裁判所というのは地域とのかかわり

が非常に薄いですね。市役所あるいは

町村役場のように地域と深くかかわっ

ている機関ではない。すなわち地域か

ら孤立している。だから情報が入って

こない。市民が困っているということ

が実感としてわかっていないというこ

とだろうと思います。 
 では、地域とかかわって、地域に根

差した裁判所になって市民の声を十分

聞き取ったらそれでいいかというと、

それだけでも足りないと思います。今

の中央集権的な司法行政では仮に市民

の声が裁判所に届いたとしても、それ

だけでは地域の実情に応じた司法基盤

の整備はできないと思います。地域の

市民が集まって、その地域の司法基盤

の整備について意見を出し合うような

組織・制度といったものができれば、 
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地域の実情に即した司法基盤の整備が

できるのではないかと思います。 
今井 ありがとうございました。「用が

ない」とか「怖い」とか、ちょっとま

ずいなという感じがします。 
 次に弁護士へのアクセスについて議

論いたします。残念ながら市民にとっ

て弁護士へのアクセスは容易ではない

という話をよく耳にいたします。曽場

尾さん、これはどうしてなのでしょう

か。 
曽場尾 裁判所と同じく弁護士も市民

の方々にとっては非常にアクセスしに

くいところです。一般に、法律問題を

抱えた市民のうち、実際に法律相談に

来てくださるのは約３割程度と言われ

ています。では残り７割の方はどうし

て相談に来ていただけないのか。 
 皆さんのお手元の資料にグラフがあ

ります。＜本記録集 p47 に掲載＞ 
これは長崎で行ったアンケートの結

果です。市民の皆様がもっと弁護士を

利用しやすくするためにはどうすれば

よいですかと質問したところ、一番多

い回答は「気軽に相談できるイメージ

をつくってほしい。」という回答でした。

要するに、いわゆる「敷居が高い。」と

いうことですね。法律事務所は敷居が

高いから気軽に相談なんかできない。

だからもっと気軽に相談できるように

してほしいという回答が一番多い。ほ

かにも「費用のわかりやすさ。」、ある

いは「自分がどの分野の専門であるか

を明らかにする。」という回答も多いこ

とがわかります。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今井 曽場尾さんの今の話では、気軽

に相談できるイメージづくりが大事だ

と。そのようなイメージがないように

見えるのでしょうか。三屋さん、今の

曽場尾さんのお話、それからアンケー

ト結果についてどのようにお感じにな

りましたか。 
三屋 私は本当に素人なので、この場

で言っていいかどうかわからないこと

も言ってしまうかもしれませんがお許

しください。確かに敷居が高いと私も

正直思います。一応企業の経営も私は

したことがあるので、そのときに弁護

士の方とは接点がありました。今は違

いますけれども、それまでの私の人生

の中で、そもそも弁護士さんとか裁判

とはかかわりたくないと思って生きて

きた節があるので、身近な存在という

より、身近にしたくない存在が裁判と

か弁護士と思ってずっと生きてきて、

なるべくかかわりたくないと思ってい

るので、そこの一つ心のハードルが高
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いということ。 
 それから弁護士さんは、何の専門家

かよくわからないんですね。例えば病

院へ行って自分は調子がちょっと悪い

けど、だれに診てもらっていいのかわ

からないけど行ったら、今は総合診療

でやってくれるから、ここに行きなさ

い、あそこに行きなさいと言ってくれ

るんですが、弁護士事務所とか法律事

務所としか書いていないので、行った

ところの弁護士さんが全然違う専門家

だったりすると、勇気を振り絞って行

ったのに、うちは専門家じゃありませ

んと言われたらすごく滅入ると思うん

ですね。 
 そんな感じで、そもそもできれば身

近にしたくないと思っている存在が弁

護士さんだったというのがあったので、

そこにプラス変な言い方ですけれども、

私は今もすごく緊張しているんですけ

れども、すごく賢い人たちだと思って

いるので、こんなことを言ったら絶対

ばかにされるとか、そういう心のハー

ドルというのが私の場合は多かったで

す。 
今井 ありがとうございます。三屋さ

んのように会社の経営もされておられ

た方でも、弁護士なり司法に対してそ

んなイメージがあるのかなというのは、

大変耳が痛いのですが、真摯に受け止

めなければいけないと思いました。よ

く「敷居が高い」と言われるのですが、

もう少し具体的に、敷居が高いという

のはどんなイメージなんですかね。 
三屋 例えば車の運転をしていて、あ

そこに警察官がいるなと思っただけで

ちょっと緊張する。別に私を捕まえよ

うとしているわけでも何をしようとし

ているわけでもないんだけど、ちゃん

とシートベルトしているよな、えーと、

えっとと。警察官を見るとその辺の緊

張感がある。警察の人も市民に身近な、

市民を守るというんですけれども、ど

うしても捕まったら嫌だなという意識

が働いてしまうのと似ている感じがし

ます。 
今井 私たちは警察官と同じイメージ

なんでしょうかね（笑）。でも真摯に受

け止めたいと思います。 
 
３ 「弁護士へのアクセス」から「弁

護士からのアクセス」へ 

今井 曽場尾さん、今のような三屋さ

んのようなお話、弁護士に対するアク

セスの問題、それを解消するためには

具体的にはどうしていけばいいのでし

ょうか。 
曽場尾 そうですね。私も中村さんの

漫談でペースが狂っちゃっているんで

すけど（笑）。正常に戻しますが、要す

るに市民の方々から弁護士にアクセス

できないのならば、我々からアクセス

すればいいんじゃないか。といっても

私たちが一軒一軒個別訪問して「法律

相談ありませんか」と聞いて回るわけ

にもいきません。 
 ではどうするか。例えば、各市町村

に「地域包括支援センター」という組

織があります。これはその地域の高齢

者の相談支援あるいは権利擁護をする

機関ですね。この地域包括支援センタ

ーの職員さんたちは、かかわっている

高齢者の方の抱えているいろいろな問

題をご存じです。その中には法的問題

もたくさんあるけれども、地域包括支

援センターの職員さんたちは、それが

法的問題なのかどうか、そもそもわか

らない。わかったとしても、弁護士に

つなごうと思っても知っている弁護士

もいない。つないだら、ものすごく高

額の報酬を取られるんじゃないかと思

い込んでいる。そういうことから、例

えば認知症の高齢者の方々の抱えてい

る法的問題がそのまま放置されてしま

っているという現状があります。 
 だったら私たち弁護士会が、地域包

括支援センターともっと顔の見える関

係になって、一緒に飲みに行ったりし
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て、一緒に話をして、顔の見える関係

になって、職員の方々が知っている高

齢者のいろいろな問題をタイムリーに

つないでいただく。そうすれば、私た

ち弁護士が高齢者にアクセスできると

思うのです。私たちのほうからアクセ

スするということです。相談に来るこ

とができない人たちに対して我々がア

クセスするのです。 
 ここで、長崎県大村市の地域包括支

援センターにことしの３月まで８年間

勤務しておられた楠本道子さんのビデ

オレターをごらんください。 
（ビデオレター視聴） 

 この８年間、大村市地域包括支援セ

ンターで勤務してまいりましたが、そ

こで数多くの事例を体験しました。そ

の事例も、虐待事例や友人による金銭

搾取というようなことが数多くあった

と思います。ただ、財産管理というと

ころでは市のほうが介入できないこと

もあって、市だけの対応では事が進ま

ないということがありました。そこで

弁護士さんと知り合いになってからと

いうことが多いと思いますが、地域ケ

ア会議を開催させていただきまして、

その中に弁護士さんも参加していただ

くことが増えました。弁護士さんに入

っていただくと、いろいろな見解をお

話ししていただけましたので、私たち

の今後の方向性を見定めることができ

たように思います。 
弁護士さんと連携して解決できたこ

とをお話ししたいと思います。 
 認知症独居 85 歳の男性です。生活保

護を受けていらっしゃいましたが、保

護費をおろしに行くこともできないよ

うな状況でした。その方が電気代等の

滞納がありまして、来月支払わないと

電気を止められるという状況でしたが、

施設入居等は本人が拒否されるという

こと、それから自分がお金を持ってい

たいという思いをお持ちで、なかなか

施設入所に結びつくケースではありま

せんでした。 
 そこで私たち地域包括支援センター

は地域ケア会議を開催させていただき

まして、その中に弁護士にも参加して

いただきました。そこで市長申立てに

よる成年後見開始の申立てをしようじ

ゃないかと決定しました。ただ、成年

後見開始の申立てをするにしても、審

判に時間がかかることもありまして、

その間、弁護士さんに後見のかわりの

お手伝い等、金銭管理や入院・入所時

の契約等をしていただきました。その

方は最終的にお亡くなりになりました

が、その人らしい生活を最期に手に入

れることができたと思っています。 
 弁護士さんと一緒に連携をとりなが

らやっていくシステムが確立できれば、

高齢者のいろいろな処遇困難なところ

に対応することができるのかなと思っ

ています。 
（視聴終了） 

今井 楠本さん、ありがとうございま

した。最近、アウトリーチとか司法ソ

ーシャルワークとかそのように呼ばれ

ている活動のことだと思いました。確

かに福祉分野でのこのような活動は効

果的ですが、曽場尾さん、他の分野で

はいかがでしょうか。 
曽場尾 福祉分野だけではないと思う

のです。弁護士にアクセスできないと

いうのは高齢者、障がい者だけではな

くて、若い人も中小企業も健常者もみ

んな同じですね。であるから、そうい

った人々の抱えている法的問題を把握

している機関、そういった人々の問題

をスクリーニングしてくれる機関から

我々につないでもらえばよい。例えば

市町村役場、あるいは企業の問題でい

えば商工会議所はよく把握しています。

他に社会福祉協議会、児童相談所。労

働局は労働問題をたくさん把握してい

ます。学校、民生委員、こういったと

ころから私たちにつないでいただく。

これによって我々が市民にアクセスで
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きるようになると思います。 
 もう「弁護士へのアクセス」の時代

ではない。市民から弁護士へのアクセ

スというのは今まで私たちは一生懸命

考えてきました。でも、これからは「弁

護士から市民へのアクセス」を考えな

ければいけない時代だと思います。 
裁判所へのアクセスとか支部問題

とかもっと話したいことはたくさんあ

ります。支部問題について問題意識を

持ってここに来ていただいた方々には

とても消化不良だと思いますが、既に

時間が押しているということですので、

きょうはこの辺で終わりたいと思いま

す。 
今井 市民から弁護士へのアクセスで

はなくて我々から市民へのアクセスと

いう視点が非常に大事だというご指摘

をありがとうございました。 
 
４ 民事紛争の迅速な解決のため

に 

今井 次に裁判に時間がかかるという

問題について議論を進めます。先ほど

中村さんからも実際に裁判を利用した

多くの市民が、裁判にかかる時間につ

いて長いと感じているという報告があ

りました。また弁護士アンケートにお

きましても、民事訴訟の件数が減って

いる原因として民事訴訟に時間がかか

ることを挙げる人が多くいるという説

明もありました。 
 三屋さんは民事裁判にかかる時間と

いうテーマについてはどのようなイメ

ージなり感想をお持ちですか。 
三屋 やはり正直、長いなと。例えば

新聞なんかで判決を見て、これいつの

なんだろうと思ったら、すごく前のこ

とに対する判決が出ていると、「長いん

だな、裁判って」と思いますね。 
今井 宮﨑さん、今の三屋さんのお話

もございました。民事裁判手続を迅速

に進行させるためには、裁判所の現場

では現在どんな取り組みがなされてい

ますか。 
宮﨑 地方裁判所によっては弁護士会

との間で裁判の迅速化のためのいろい

ろな方策について協議したり実際に行

ったりしています。例えば準備書面―

準備書面というのは当事者が主張を書

く書面のことですが―、そういったも

のや書証―これは証拠となる書面です

ね―そういった書類の提出期限を厳格

化しようという試みがされていますし、

事実経過一覧表とか争点整理表などを

活用して争点整理、つまり当事者が争

っているポイントはどこなのかという

争点を整理すること、それを迅速化し

ようという試みがされている地方裁判

所もあります。 
 また、争点整理の初期段階から裁判

所が釈明権を積極的に行使するなどし

て争点を早期に整理することに努めた

り、両当事者に対して書証を早く出し

なさい、文書送付嘱託を早期に申立て

なさいということを促している地裁も

あります。こういった取り組みが迅速

化に関して一定の成果を上げているの

は間違いないと思います。 
今井 ありがとうございました。裁判

所ではそれなりに地道な工夫や努力が

なされているということですね。迅速

化に関して、もっと際立った地裁の取

り組みはないですか。 
宮﨑 もっと大胆な取り組みがなされ

ていた地裁もあります。それは訴訟の

第１回期日または早期の段階で、両当

事者の同意のもと、事件を調停に付し、

原則３回以内の調停期日で解決を目指

すというものです。具体的には調停で

は両当事者や関係者が出頭して、１回

の期日当たり約２時間程度、弁論準備

室という会議室みたいな部屋で争点整

理をしたり、審尋といってお話しした 
りします。原則として第３回調停期日

で調停の成立または民事調停法第 17
条決定により解決に導くという取り組

みです。 
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今井 民事調停法第 17 条決定はどう

いうものですか。 
宮﨑 民事調停法第 17 条というのは、

調停が成立する見込みがない場合にお

いて相当と認めるときは民事調停委員

の意見を聞いて、当事者双方のために

公平に考慮して、両当事者の申立の趣

旨に反しない限度で事件解決のために

必要な決定をすることができる、とい

う規定です。 
今井 そのような試みによる実際の効

果は出ていますか。 
宮﨑 このように事件を調停に付すと

いう運用の試みは、裁判所と原告と被

告という三者が３回以内の期日で一定

の結論を得るという目標を共有して審

理の迅速化について協力し合うことを

予定しています。したがって、書面や

書証の早期提出が図られますし、それ

が結果として迅速化に資すると思いま

す。また、尋問という厳格な手続では

なくて、審尋というやや緩やかな手続

ではありますが、当事者や関係者の話

を聞く機会も設けられますので、必ず

しも手続保障や真実解明がないがしろ

にされるわけでもありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
もっとも複雑で専門的な知見を有す

る事件や争点が多い事件など、長期間

の審理がどうしても必要とされる事件

には向かないのかなと思います。した

がって、争点が少ない事件とか、ごく

少数の人から話を聞くことにより判断

することが可能な事案など、一定の事

件類型では効果的な手法ではないかと

思います。 
今井 ありがとうございました。今、

宮﨑さんから裁判所における工夫や努

力、新たな取り組みなどもご説明があ

りました。 
 藤村さん、裁判官として長いご経験

から民事訴訟の迅速化というテーマに

ついてどのようにお考えですか。 
藤村 民事訴訟で紛争解決を求めてこ

られるのは、いま生きていて活動して

いる人や企業が、いま抱えている権

利・義務関係の混乱を解決して将来の

法律関係に安寧をもたらすということ

を目的としているのでしょうから、迅

速で充実した審理を行い、合理的解決

をもたらすことの要請というのは当然

のことだと思います。 
 それをどうしたら実現できるかとい

うのは、長い間のテーマでありまして、

１つはいま紹介があったことからもう

かがえることですが、民事訴訟がどん

な解決を選択するかは、いわゆる公序

良俗に反しない限り、当事者間で自由

に決められる。つまり当事者の専決事

項なんですね。ですから、裁判所は合

意さえとれば、手続を含めて自在に工

夫して、いい解決を求めるという努力

をすればいいんだろうと思います。 
 ただ、その合意が簡単ではない、複

雑困難な事件が問題なんですが、こう

いう事案については、特に裁判所が訴

訟進行管理者として当事者と協力して

訴訟を進めなければ進みません。漂流

訴訟になってしまいます。ではどうい

うことをするかというのは、特に突拍

子もないことではなく、どんな制度が

できても事件に取り組んでいる中で

個々の裁判官が見出していくというこ

とに結局は尽きるんです。 
 例えば、私は昭和 60 年ころ、今言っ

たように「迅速で充実した審理を実現 
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する工夫」として、今では普通になっ

ていますけれども陳述書や証拠説明書、

建築紛争事件における瑕疵一覧表とか、

医療事件における専門用語の共通解釈

の一覧表とか、境界確定事件における

基点を明記した共通図面の作成といっ

たものを当事者に提出するように求め

たんですね。それを出さない限り、例

えば境界確定だったら、審理は先に進

めないということをやりました。 
 初めは随分抵抗もありましたが、だ

んだん協力してもらえるようになりま

した。その結果、争点整理とか人証調

べの合理化とか最良証拠の選択とか、

さまざまな形で審理の充実・促進に実

に有益な効果をもたらしてくれました。 
 そして、大事なことは、そういう当

事者とのやりとりの過程で、紛争を解

決していこうという上での信頼関係が

形成されていったように思います。最

初は激しく対立しているのが、いつの

間にか不思議な信頼関係が形成されま

して、それも審理の充実・促進に大い

に役に立ったし、合理的解決を導いて

くれました。単純に審理をパパッと終

わらせるのは、一審は終わるかもしれ

ませんが、控訴され、控訴審では先ほ

どの指摘もありましたように困ってし

まうわけです。 
 そういうわけで、迅速で充実した審

理というのは、民事訴訟法手続上、不

可分一体の事柄だろうと思います。な

お、ここでいう充実というのは、ただ

丁寧にやるとか納得するまでやるとい

うことではありません。先ほど来申し

上げているように、合理的な解決をす

るために、しかもタイムリーな結論を

得るために、最も審理の対象として取

り上げられなければならない点を審理

の対象として審理するということです。 
 大変なんですけれども、裁判官、弁

護士はプロなんだから、その実現のた

めに努力しなければならないと思って

おります。 
今井 大変貴重なご意見といいますか、

ご指導を頂きありがとうございました。

宮﨑さん、先ほどご紹介いただいたよ

うな各地の取り組み等はいわば運用改

善だと思います。運用改善ではなくて、

新しい制度の創設によりもっと根本的

な改革をするということについて何か

お話しいただけますか。 
宮﨑 新しい制度を創設することによ

り初めて実現できる迅速化もあると考

えます。例えばお隣の国、韓国では「電

子訴訟制度」というものがありまして、

2011 年から通常訴訟で本格的に導入

されているものですが、その後、徐々

に適用される事件の種類も増えてきて

いまして、審理の迅速化について一定

の効果があらわれているようです。 
今井 電子訴訟制度ですが、ｅ裁判と

か言われているものだと思いますが、

それはどのようなものですか。 
宮﨑 電子訴訟制度という制度を選択

するか否かは、原則として事件ごとに

当事者が決めます。訴えを提起する人

が電子訴訟制度を利用する場合には、

まず訴状をワープロで作成し、書証（証

拠）は PDF にします。その上でそれら

の電子ファイルをインターネット上に

ある「電子訴訟ウエブサイト」という

ものにアップロードします。ちなみに

訴状には普通、印紙を貼るのですが、

その印紙代などはクレジットカードや
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口座振替などによって決済されます。 
 裁判所ではインターネット上の電子

訴訟ウエブサイトにアップロードされ

た訴状など電子ファイルを紙に印刷し

て、原則として被告に送達（郵送）し

ます。被告が電子訴訟に同意すれば、

原告と被告の間ではその後の準備書面

や証拠のやりとりについては、それぞ

れ電子ファイル化して、電子訴訟ウエ

ブサイトにアップロードするという形

でやりとりします。 
 また被告があらかじめ電子訴訟制度、

包括的に自分は電子訴訟によるという

ことを同意しているものである場合に

は、訴状自体が電子データで被告に送

達されます。ちなみに主張書面や書証

がアップロードされますと、裁判官、

書記官、そして相手方に対して準備書

面や訴状などがアップロードされまし

たよというのが電子メールで通知が行

く仕組みになっております。 
今井 電子訴訟制度の裁判審理自体は

どのように行われていますか。 
宮﨑 電子訴訟制度でも期日は従来ど

おり、当事者または代理人が法廷に出

頭して行います。法廷にはモニターが

設置されていまして、裁判官や関係者

が電子訴訟ウエブサイトをそのモニタ

ーで見て、主張や証拠について画面で

摘示しながら争点整理を行う形になり

ます。最後に判決は法廷で言い渡され

ますが、判決も電子訴訟ウエブサイト

にアップロードされる形になります。 
今井 その電子訴訟制度による裁判効

果はどのようなものが指摘されている

のですか。 
宮﨑 韓国では電子訴訟で運営されて

いる訴訟の割合が全体の約 34％にま

で至っているそうです。その電子訴訟

制度の導入によって訴えを提起してか

ら第１回期日が開かれるまでの期間が

従来の紙ベースでの訴訟では 113 日ほ

どかかっていたのが、この電子訴訟制

度については 90 日ぐらいまで短縮さ

れるなど、数字上も顕著な効果があら

われているようです。 
 また実際に裁判官から聞いた話によ

りますと、記録を検索する時間が短く

なって、記録を迅速に検討することが

できるようになったとか、弁論が以前

にも増して活発化されるようになった

という声が聞かれますし、実際に弁護

士から聞いた話によりますと、記録を

検討するのが早くなった、書証などの

資料を容易に提出することができるよ

うになったという声も多く聞かれて、

今のところ電子訴訟制度に大きな不満

はないようです。 
今井 我が国では電子訴訟制度の導入

が検討されていますか。 
宮﨑 我が国では電子訴訟制度の導入

について、裁判所、弁護士会、法務省

などで具体的な検討が活発になされて

いるとは言えない状況ですが、今後も

っと積極的に検討していったほうがい

いのではないかと思います。 
今井 電子訴訟制度のほかに、裁判の

迅速を促進する制度としてほかに何か

考えられますか。 
宮﨑 日弁連では現在、民事審判制度

といいまして、裁判所の関与のもと、

原則として３回以内の期日で民事紛争

を迅速かつ柔軟に解決することのでき

る制度を創設することの是非が検討さ

れています。 
今井 民事審判制度ではどうして迅速

かつ柔軟な解決が図られるのですか、

もしくは図ろうとしているのでしょう

か。 
宮﨑 民事審判制度というものは簡単

に言うと、今現在行われている労働審

判と同じような仕組みを民事訴訟の全

部または一部に適用することを検討し

ようというものです。基本的に当事者

は第１回の期日で主張、立証すべきこ

とをほとんど全部行います。そして３

回の期日の中で和解の可能性を探りな

がら、和解できない場合には審判とい
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う形で一定の結論を出す仕組みです。

もちろん民事審判の後に通常訴訟へ移

行することは可能です。この民事審判

制度案につきましては、対象となる事

件類型を限定すべきかどうか。それか

ら民事審判手続の中で提出された主張

書面や証拠、審判官の心証、争点整理

の結果などを通常訴訟移行後にどのよ

うに取り扱うべきかなど、幾つもの検

討課題があって、今後さらに検討して

いく必要があるのではないかと思いま

す。 
今井 ありがとうございました。藤村

さん、いま宮﨑さんから新しい制度と

して電子訴訟制度と民事審判制度とい

う話がありました。藤村さんはどのよ

うにお考えですか。 
藤村 逆らうようで申しわけないので

すが、電子訴訟制度と民事審判制度を

お聞きしましたが、検討課題が多いの

ではないかと思います。裁判官として

民事裁判に取り組んだ経験からします

と、私はいま目の前にあるものをもっ

と活用して、使えるものから、使いこ

なしたものから、より充実した成果が

出せればと思うので、そういうものと

して調停制度などをもっと活用すべき

じゃないかなと思います。 
 例えば建築紛争がありますが、裁判

部で瑕疵一覧表をきちんとつくる。そ

の中で瑕疵の存否と評価ということを

きちんと分ける。その上で調停に付し

て、一級建築士等の専門家、調停委員

を活用して専門的な判断を踏まえて事

案に即して迅速な解決を図る。こうい

うことをすることができるわけですね。

仮に調停ができなかったとしても、あ

らかじめ 17 条決定をしてくれるよう

に申し送りをしておきまして、それで

戻ってきて訴訟手続を再開すれば、そ

れをもとにして和解が成立することも

非常に多かったように思います。 
 労働審判も同じように、時間という

問題もあるのですが、そこに労使の専

門家が入り、実態を踏まえた人が労働

審判員として物事の収まり具合を説明

することが大きいのではないか。つま

り納得を得られるのではないかと思い

ます。 
 ほかにもいろいろ交通事故、経済紛

争、医療事故、専門家が関与する調停

制度が用意されていますから、こうい

うものをもう一度きちんと見て、それ

を活用することを考えれば相当な成果

を上げることができるのではないかと

思います。 
今井 ありがとうございました。三屋

さん、いま宮﨑さん、藤村さんから裁

判の迅速というテーマでお話がありま

した。どんなご感想をお持ちですか。 
三屋 言葉が難しくて半分くらいしか

わからないこともあってイメージがう

まくできなかったのですが、個人的な

感覚で言うと裁判を速くしてほしいと

思うんですね。被告にしても原告にし

ても、その存在から早く逃れたいと思

います。会社のときは、株主に対する

説明責任があるので速さというより結

果、ちゃんと勝てるものなら勝ちたい

と思うし、そのためにちょっと時間が

かかってもいいかなと思いますが、要

するに、自分がどれだけ納得できるか

というところが弁護士さんと話し合っ

てできればいいかなと思います。 
今井 ありがとうございました。 
 
５ 利用しやすい費用制度とする

ために 

今井 次に「費用」の問題について議

論を進めます。民事裁判の利用を妨げ

ている大きな理由として、先ほどから

出ていますように、費用等のコストが

挙げられます。お金ですね。三屋さん

は裁判にかかる費用の点についてご経

験等も踏まえて、どんなお考えや感想

をお持ちですか。 
三屋 一言で言うとよくわからない。

どれだけかかるのかもわからないし、
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何にかかるのかもわからないし、結果

は求めたいんだけど、どれぐらい言わ

れちゃうのかわからないからすごく不

安です。例えば初めて入ったお鮨屋さ

んで時価と言われると怖いので頼まな

いですよね。できればセットメニュー

から頼みたいというのがあって、セッ

トメニューみたいなものがあると選び

やすいなと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今井 私たちは（値段が書いてない）

お鮨屋さんとよく似ているんでしょう

か。和田さん、いま三屋さんから指摘

がありました。費用の情報が不足して

いることが相当壁になっている印象が

ございます。いかがでしょうか。 
和田 費用の情報がわからないという

のは、さっきの中村報告にあったとお

りでして、一番わからないという立場

に置かれる人たちが、突然被告にされ

る、企業ではなくて個人の人たちで、

そこのアンケートですと７割ぐらいの

人が一体これからどのぐらいお金がか

かるかわからない、非常に不安だとい

う声が大きいです。これは裁判を利用

した人の調査ですが、そうでない人た

ちの暗数は非常に多いのではないか。

そうでなくても弁護士の費用は高いと

思い込んでいる人も多いですから。 
 費用には３種類あって、弁護士に払

う費用のほかに、裁判のときの手数料、

印紙代など、そのほかに証拠集めのた

めの費用、特に鑑定費用は多額のお金

がかかります。そういう種類のお金に

ついてわかりやすい情報提供ができて

いないんです。利用者にとって悩む費

用の問題は、壁というより、曲がりく

ねった大河を上っていくようなイメー

ジだと思っていますけれども、皆さん

の手元にある基調報告書の 29 ページ

に利用者が悩む費用問題として簡単に

書いておきました。 
 考えてみればたくさん悩まれていて、

費用は幾らかかるかという最初のこと

から始まりますが、安い方法で解決す

るにはどうしたらいいのか、裁判の費

用を全体に見通していったら幾らぐら

いかかるのか。弁護士が裁判費用の調

達までいろいろ手だてを考えてくれる

のかとか、勝ったら執行して回収でき

るのかとか、費用倒れにならないかと

か、裁判が終わったらどんな費用を負

担しなければいけないのか。こうした

ことをきちんと相談できる状況にない。

これが依頼者、利用者の人たちの不安

のもとになっていると思います。 
今井 ありがとうございます。いま和

田さんからご説明がありました。費用

に関する情報不足、これがなくなるた

めに、ユーザーの立場では例えばどん

なことがあったらいいとお考えでしょ

うか。 
三屋 例えばこれぐらいの基準という

のがないのでしょうか。怖いのは裁判

が進んで行って、最初、着手金がこれ

ですと。わかりましたと入っていって、

次にこれかかります、かかります、か

かりますと言って、もう引き返すこと

ができない中で、この先、どれだけオ

プションが上がっていくのかわからな

いと、途中で多分、もういいやと思う

かもしれないなと思いますが、そうい

うのはないですか。 
今井 和田さん、いかがでしょうか。 
和田 前は日本弁護士連合会に報酬基

準が一応あって、それに当てはめて皆 

－19－



 
 
第１部 民事裁判を利用しやすくするために 

 

 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さん説明されていましたが、独占禁止

法に違反するということで、今は自由

契約で弁護士のところで全部説明を受

けて、それぞれの報酬基準を示しても

らって合意をしていくやり方に変わり

ました。弁護士に行く前に知ることが

なかなかできないんですね。インター

ネット上では日本弁護士連合会でも会

員情報として、会員のアンケートを実

施した結果を出していて、離婚事件な

ら、「相場」という言い方をすると語弊

があるかもしれませんけれども、大体

この程度のお金を取っている人が多い

というアンケート結果を出しています。 
 弁護士さんのところに相談に行く前

に一般的に知る方法がないかというと、

日本ではなかなかない。諸外国の例で

は、例えば素人の人がこの事件を出す

ときに幾らかかるか、裁判所に行って

画面に触っていって、これだけの手数

料がかかりますというシステムがアメ

リカでも少しあるようです。そういう

システムをどのように考えるかとか、

弁護士会が例えばそういう総合費用の

情報を知る窓口のようなところをつく

るとか、情報提供のあり方を少し考え

なければなりません。紛争のロードマ

ップですね、いま三屋さんが言われた

ように、一体どこまでいったら、紛争

がどういう形で解決していくか、引き

返せないときにどのぐらい費用がかか

るのかということをわかりやすく情報

提供できる形を考えないと、このまま

では利用者の人に申しわけない状態だ

と言わざるを得ないと思います。 
今井 費用の問題についていろいろご

指摘がありました。ニーズもありまし

た。藤村さんは裁判にかかる費用とい

う点についてはどんなお考えをお持ち

ですか。 
藤村 弁護士になって印象的なことが

ありました。狭義の訴訟費用ではない

のですが、保全の必要が強く感じられ

る事件でしたが、保証金を用意できな

いということで保全を断念して苦労し

たということで、紛争を解決するには

金が要る、軍資金がなければできない

んだということを痛感させられた記憶

がありますので、費用の問題はすごく

重要で重苦しく当事者にのしかかって

いることはよくわかります。 
 しかし、ただで何でもできるという

ことになれば、誰でも自由にいつでも

感情の赴くままに訴状を相手に送ると

いうことにもなりかねないですが、そ

んな社会を望む人はいないでしょう。

要するに、ある段階まで進んだ紛争を

解決するためには、それなりのお金も

時間も労力等も含めた総合的なコスト

がかかるということは、どなたも了

解・認識されていることだと思います。 
 問題は、それが個別の事案で紛争に

かかったときに、どれだけの総コスト

がかかって、それがどういうふうな成

果となって返ってくるのかがわからな

いということに問題があるんだろうと

思います。 
 それは先ほどから皆さん方がご指摘

になっているように、弁護士会もそう

ですし、裁判所ももっと広い観点から

訴訟制度全般も含めて広報活動を進め

ていく。その中で訴訟費用の問題にも

触れていく必要があるのではないかと

思います。 
 さらには、ねちっこくやらなければ
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いけないのは、個々の訴訟費用、例え

ば不動産の鑑定費用、経済紛争におけ

る鑑定費用もそうですね。ばか高い費

用が算定されるけれども、果たしてそ

れが一体どういう合理性をもって算定

されているかが実際はよくわからない。

そういうものも小まめにチェックして

いくことも必要ではないかと思います。 
今井 藤村さんから貴重なご意見・ご

指摘がありました。和田さん、今のご

意見に対していかがでしょうか。 
和田 コストフリーの前に裁判所の手

数料が高いという問題があります。皆

さんのお手元の当日配付資料一覧の一

番最後の 38／38 ページに産経新聞の

記事が出ていますが、東京三会の弁護

士さんに対する調査の結果ですが、高

額手数料が障害で４割の人が提訴をあ

きらめた経験を弁護士がしているとい

うものです。限られた調査ではありま

すが、日本の提訴手数料は高いんです。

日弁連が意見を出していますが、3000
万の訴訟を出すのに 11 万印紙を貼ら

なければいけないし、控訴だと 16 万

5000 円、最高裁だと 22 万という印紙

代です。フランスでは一律 35 ユーロで

すから 5000 円ぐらいですし、アメリ

カも限度があります。日弁連の提案で

いけば、この費用は、地裁・高裁・最

高裁のそれぞれで、２万、２万、３万

ぐらいのところです。ですから、この

提訴手数料の問題をどう考えるかが一

つあります。 
 ほかにも藤村さんが言われたように、

株価鑑定だと 300 万用意してください

とか言われる。大した株価でもないも

のをそんなお金をかけて経済合理性が

ない鑑定費用を取られたり、医療過誤

の鑑定なら「最低 50 万、お医者さんに

払いますから」と。それは本当に必要

で仕方がないのかどうか。払えないと

きにどうしたらいいのか。鑑定を諦め

なければいけないのかという問題があ

りますので、費用の合理化・見直しは

必ず遅かれ早かれやらなきゃいけない

時期に来ているのではないかと思って

います。 
今井 ありがとうございました。 
 ところで「民事法律扶助」という制

度がございます。この制度は和田さん、

どのような役割を果たしていますか。 
和田 扶助は一定の資力要件のもとで

弁護士費用立替払いをしたり、先ほど

の藤村さんの保全の保証金の立替払い

などもやっているのですが、所詮、立

替払いで、いつかは返さなければいけ

ない。保全のように供託しているので

あれば別に構わないのですが、離婚事

件を頼んで子どもさんを連れて生活保

護を受ける、受けないという相談から

始まって、面会交流とか婚費分担調停

や審判とか離婚の調停とか本訴とか、

やれ子どもの引き渡しみたいな話にな

っていって、それを全部法律扶助でや

ったら 50 万、弁護士の立替払いの費用

が突破してしまいます。月に 5000 円

ずつ返していくと 10 年以上もかかっ

ていくというのがざらですね。それを

見た弁護士の人がどう考えるか。生活

保護を受けてしまえば最終的には免除

という制度がありますが、そうでなか

ったら今の日本の扶助の償還制、いわ

ば借金を返していかなきゃいけないと

いう問題を何とか変えなければいけな

い。全部給付制にしろと言いませんが、

一部でも負担をやわらげる給付、一定

の負担付き給付制というものを考えな

いと、このままでは利用しづらい。扶

助であっても利用しづらいのではない

かと思います。 
今井 法律扶助は受けられないけれど

も、さりとて全部自腹で費用を用意で

きるのもなかなか大変だという人のた

めに保険で費用をカバーするという制

度があると思いますが、和田さん、こ

の点についてご説明いただけますか。 
和田 さっきの中村先生の名調子のご

報告にありましたように、交通事故の
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弁護士特約の保険が発達してきていま

すが、日弁連のリーガルアクセスセン

ターで推定しているところでは、商品

としては 3000 万件ぐらい出ているの

ではないか。ですから、大いに利用で

きる保険の件数にはなっていますが、

交通事故は年間 70 万件に対してリー

ガルアクセスセンターに利用を申し込

んで弁護士の代理人をつけている数が

２万件を超えたばかりの段階です。と

いうことは多くの人は、相談にも保険

料が払われるとか、最大 300 万円ぐら

いまで弁護士利用特約で出るとか、そ

れが十分利用されていない。 
 ほかに一般的な保険は、さっき中村

先生の報告にあった少額短期の保険が

出ましたが、これも偶然事故の場合に

300 万円ぐらい出るのですが、まだま

だ商品の数が少なくて一般化していな

い。そうなると、中間層に向けた保険

の商品の開発や、そういうものについ

ての要請を弁護士会もやりながら、保

険商品を拡大する必要があると思いま

す。 
今井 ところで、三屋さんは、こうい

う保険制度のことはご存じでしたか。 
三屋 いや知りませんでした。交通事

故の特約でついているというのは知っ

ていましたが、一般の保険があるとい

うのはきょう初めて知りました。ミカ

タでしたか。 
今井 ということで和田さん、余り知

られていないようですよ。 
和田 特定の保険会社の宣伝はできな

いので。実は弁護士もよく知らないん

ですよ。損害保険のうち、学校事故に

保険が使えるというのも知らないで説

明できないでいたり、交通事故の物損

なんか利用が増えているのですが、タ

イムチャージで１時間２万で原則 60
万まで出るとかということを知らない

で、小さな物損だからできませんと言

ってしまったり、そういう傾向もあっ

て、ちゃんと説明しなければいけない

と思っています。 
今井 費用の点は今ほどの議論の中で

も、わからない、高い、納得できない、

こういうネガティブなイメージばかり

話に出ていますが、和田さん、どうし

たらいいでしょうか。 
和田 弁護士会が総力を挙げて、費用

について依頼者の悩みに対して率直に

無料で答えていく体制は整備する必要

があると思います。 
今井 藤村さん、費用の情報提供とい

うのは、今まで裁判官の長いご経験は

あるわけですが、現在弁護士の立場で

この点について何かお考えはございま

すか。 
藤村 特別なものはないですね、難し

いですよ。結局、どういうレベルの紛

争解決制度を利用者が求めているのか。

それから、その時々の国の経済情勢と

いうものがどうであるのかということ

に、先ほど来のお話をお聞きしている

と、かかってくるのではないかと思う

んですね。結局、先ほど来、述べられ

ているところを地道に解決していくし

かないんじゃないかと思います。 
今井 和田さん、費用の点、これから

のことについて何か将来性のある話で

まとめていただけませんか。 
和田 ３つあるんですが、１つは情報

提供の改善、さっきから申し上げてい

ます。値段のない鮨屋と弁護士が言わ

れていることに対してどう答えていく

のか。依頼案件は幾らかかりますかと

言ったらちゃんと説明できる体制をど

う整えるか。ですから、弁護士費用の

透明化を前提にしながら、総合的な情

報提供のあり方を改善するのが第１点

目です。 
 ２点目については扶助のあり方の中

に、償還一本だけではない、給付の一

部を取り入れるか、そういう工夫が必

要でしょうし、もう一つの調達手段と

しての保険制度、これを広めていく、

そういう商品開発や仕組みを急ぐ必要
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があると思います。 
 ３つ目は、費用全般にかかる「高い」

という声ですね。裁判所の手数料も弁

護士の４割が「高いから諦めた」とい

う経験をしているという東京三会のア

ンケート結果にあらわれているように、

どう考えてもそれほど高い提訴手数料

を取る必要があるんですかということ

ですね。 
 そのほかにも鑑定費用や執行費用、

これも藤村先生からも言われましたが、

そういうのも含めて合理的な見直しを

するという３つがこれからの課題だと

思います。 
今井 ありがとうございました。以上

で費用の点の議論を一応閉じさせてい

ただきます。 
 
６ 弁護士の相談技術の向上～相

談者の人生へのコミット力 

今井 弁護士自身、そして裁判所がそ

れぞれユーザーである当事者に対して

納得のいく紛争解決機能を果たしてい

るかどうかも議論すべき大きなテーマ

であります。曽場尾さん、相談を受け

る弁護士は今どうなっている状態でし

ょうか。「弁護士に相談したけれど、弁

護士が余り話を聞いてくれなかった」

という不満をお持ちの市民が残念なが

ら多いということがよく耳に入ってき

ますが、いかがでしょうか。 
曽場尾 「5000 円払って法律相談した

ら、弁護士に怒られただけだった。」と

いう苦情は、時々聞きます。どうも弁

護士というのは、相談者に対する対応

が悪いと言われてしまう。私たち、そ

んなに悪い対応をしているつもりはな

いのですが、弁護士は怖い、怖いと言

われてしまいます。そういうイメージ

が定着してしまっている。これではい

くら「弁護士にお気軽にご相談くださ

い。」と広報しても全然相談に来てくだ

さらないわけです。それを何とかしな

ければいけない。 

 ここで消費生活専門相談員の井手瑳

智子さんのビデオレターをごらんくだ

さい。井出さんは長崎で活躍されてい

ますが、弁護士の数多くの法律相談を

見聞きされている方です。 
（ビデオレター視聴） 

 弁護士さんというのは、相談者から

見ると「先生」なんですよね。先生と

いうのは余り行きたくないものだとほ

とんどの人は思っているんじゃないか

と思うんです。自分の個人情報を洗い

ざらいぶちまけなければいけない。家

族にも言いたくない、夫婦でも言いた

くないようなことですら言わなければ

いけない。相談者の弁護士を前にした

ときの弱い立場というのは痛感させら

れました。その上でさらに「先生」な

んですよね。弁護士と相談者は対等の

立場ではないということですね。相談

したんだけれども、相談した弁護士の

名前を覚えているかというと、覚えて

いない。弁護士は法律を見ている。相

談者は「先生」としか見ていないとい

う関係がある。 
 それからもう一つあるのは、せっか

く相談に行ったのに、弁護士さんが六

法を見ていたり、パソコンだけ見てい

たりということで、きちんと相談者に

対峙していない。果たして本当に相談

者の立場になってくださっているのか

なと。私の話を聞いてくれているのか

なと。そういう思いはあると思います。 
 一方で、法律論よりも、もっと話を

よく聞いてくださった、共感してもら

ったという方に対して相談者は非常に

身近に感じているのではないでしょう

か。 
弁護士の数が増えてくると、いろい

ろな方がいらっしゃるんだということ

を相談者も感じるようになってきてい

ます。弁護士に対する評価も相談者は

それぞれにしているのではないかなと

思います。 
 そういうところに出てくるのが相談
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者との信頼関係、人間的なつながり、

そして相談者の人生にいかにコミット

できるかという力もかなり見られてい

るのではないかと感じます。 
（視聴終了） 

今井 井手さん、ありがとうございま

した。我々はこのような貴重なご指摘

をしっかり真摯に受け止めなければい

けないと思いました。三屋さんは今の

井手さんのお話を聞いてどう思われま

したか。 
三屋 以前、体の調子が悪くて病院に

行きました。検査しました。検査が終

わってお医者さんのところに行ったら、

ずっとパソコンの画面を見ていて、あ

あだこうだ言われて、最後に、じゃあ、

このお薬を出しますねと言われたとき

は、すごく不安で怖かったんですね。

だからちょっとでもこっちのことを見

てくれたらいいなと思っていたのです

が、私を見ているのか、検査のデータ

を見ているのかというので、もう一軒、

その後に病院に行きました。 
 だから、多分、弁護士さんって、今

もそうなんですが、私もすごい緊張し

て話しているんですが、うなずいてく

ださっている方が何人かいらっしゃっ

て、すごいすごい、助かります。（笑）

だから、話を聞いてくれたというのは

すごくありがたいなと思っていて、隣

で一生懸命、苗村先生がうなずいてく

ださるので、それだけが「心のよりど

ころ」みたいな感じでさっきから話し

ています。 
今井 ありがとうございました。非常

によくわかりました。 
 
７ 審理の充実 ～「口頭の情報交

換」の活発化 

今井 次に「裁判における審理の充実」

という裁判所を対象にしたテーマに移

ります。苗村さん、裁判の審理を充実

させてユーザーの納得が得られるよう

にするためには、どのような工夫や努

力が必要でしょうか。 
苗村 たくさんあると言わなければな

らないのですが、今回は大きく分けて

２つをご紹介しようと思っています。 
 一つは弁論準備、さっきから話に出

てきている裁判所と当事者が割と非公

開、しゃべりやすい場で話すという機

会があるのですが、それを活性化させ

て当事者が主張したいことを裁判所・

裁判官に理解してもらうという方法を

もっと工夫しようということです。 
 もう一つはいわゆる証拠が片方にあ

る偏在型の訴訟で特に問題になってい

ることですが、相手方が持っている情

報にどういうふうにアクセスできるか。

そのアクセス方法を拡充することを検

討いたしました。 
今井 第１のテーマであります「弁論

準備手続の活性化」についてお聞きし

たいと思います。どういうことをテー

マとして取り上げていただけますか。 
苗村 基調報告書にも書いていますが、

この弁論準備期日というのが余りうま

く使われていない。そこでもっと口頭

で、言葉で議論する、もしくは情報交 
換するという重要性が余り認識されて

いないようです。 
今井 「口頭の情報交換」というのを

もう少し説明いただけますか。どうい

うものですか。 
苗村 弁論準備期日におきまして、争

点を整理するため裁判官や相手側の代

理人と口頭で積極的に情報交換を行う

ことを今回「口頭の情報交換」と呼ば

せていただきました。その目的の一つ

は当事者にとって、「えっ」と思う不意

打ち判決にならないように、その防止

をしたいということです。裁判官、相

手方の代理人と紛争解決についての重

要な視点について三者が共通の認識を

形成するのに最もよいのは、やはり口

頭で情報交換をすることではないかな

と思っています。その活性化をするこ

とによって、裁判所にも書面に書いて 
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あるだけではない事案をしっかり把握

してもらって、一方にとっては不意打

ちになることのない、不意打ちを防止

したいと思っています。 
今井 口頭の情報交換がどうして不意

打ち判決の防止になるんですか。 
苗村 当事者というのは自分の事件で

すから事実関係などよくわかっていま

すが、裁判所は訴状を読んで、その答

弁書を見て初めてその争いに触れると

いうことで大変情報量に限りがある。

その中で判決を書くのに必要な情報は

何か。また、裁判所はそういう情報を

求めていますよね、ところが当事者は、

自分はこれを伝えたいんだという思い

が強くて、裁判官が認識されているこ

と、そして裁判官がその事案の中で法

的にこれが重要だと思っているのは何

なのかということがわからない。そこ

に齟齬が生まれてしまうということが

あります。 
 そのまま事件が進んでしまうと、当

事者にとっては一生懸命、自分として

は伝えたのに、裁判官は全くわかって

いなかったんだという意味での不意打

ち感がある、そういう判決が下されて

しまうことがあり得るということです。 
今井 そういうリスクがヘッジされる

のに口頭の情報交換が有効だというこ

とですか。 
苗村 そうです。ここで口頭の情報交

換が嫌だという中には、しゃべったこ

とに関して自白とか、そこで「こう言

ったでしょう」と後で責められるとい

うか、言質をとられてしまうことを恐

れるということがあるようですが、そ

うではなく、お互いフリーディスカッ

ションといいますか、ノンコミットメ

ント・ルールといいますか、弁論準備

の中で言い合ったことをとらえて、直

ちに自白だ何だと言わずに、お互いの

知っている事実、主張に対する理解を

深めるための場だと認識して、積極的

に使っていただきたいと思っています。 
 この春、民事訴訟法学会の大会があ

りましたが、そこでホワイトボードを

使って裁判官・当事者が図示しながら

弁論準備を進めておられるというユニ

ークな審理方法が紹介されていました。

お手元の資料、それからこのパワーポ

イントで示しましたが、このような方

法をなさるということです。 
 事件の最初の段階で、早期の事案説

明期日というのを設けたり、情報交換

が相当程度なされた段階で、集中の争

点整理期日というものを設ける。そう

いう方法を紹介していただきました。 
今井 もう少し今の審理方式について

お話しいただけますか。 
苗村 この資料はまさに大会のときに

配っていただいたものをきょうのため

に少しアレンジしたものですが、裁判

官はこの事案でも、早期の事案説明期

日などを用いてわからないところを積

極的に当事者に聞きながら事件を進め

てこられたと思いますが、その活発な

情報交換をして、ある程度、裁判所も

当事者も理解が深まったところで、集

中争点整理期日を開くとおっしゃって

いました。 
 これは保険金請求の事件なんですね。

１人の方が岸壁から車ごと転落して亡

くなったという事案で、保険会社側は

自殺として争っている事案です。左側

に保険会社側の主張、こういうことが
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あるからこれは自殺なんだという間接

事実が示されていますし、右側は原告、

亡くなられた方のご遺族の主張ですね。

こんなことがあったんだから、これは

自殺ではなくて偶発事故なんだという

ことを挙げられている。それを取り出

して、どうなんだということを三者で

最終的に協議されたということのよう

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このような図示を見てみますと、問

題になっている間接事実が浮かび上が

ってきて、この後に何を証人尋問で聞

いたらいいかということを確認できる

ように思います。このように三者の理

解が共通して、争いのないところは確

認し、争いがあるところは書面の証拠

や証人尋問で明らかにしていくことを

先に確かめるという作業、これは代理

人・当事者にも大変好評だったとご報

告いただきました。 
今井 要するにホワイトボードを使っ

て口頭の情報交換を活発化した事例と

いうことですね。 
苗村 そうですね。 
今井 こういう審理方法でこの案件に

ついては、どんなメリットがあったと

考えられますか。 

苗村 そのご報告で伺ったのですが、

このようなプロセスを経た事件では和

解の率が高くなる。仮に和解が無理だ

ったとしても、判決に対する控訴率が

低いというアンケート結果も出ている

と伺いました。書面を淡々と交換して

最終的に判断というのではなく、裁判

所にわかっていただいてのご判断だと

いう実感ができて、代理人としても自

信を持って当事者に説明できる。そう

すると当事者の方の納得も得られて控

訴に結びつかないという結果が多いの

かなと思います。 
今井 なるほど。口頭の情報交換、ご

指摘のようなメリットのほかに何か効

果はありますか。 
苗村 そうですね。専門的な知識や情

報を必要とする事件も増えていますの

で、そういうものに役立つかと思いま

す。例えば精密機械の中身がどうなっ

ているかとか、複雑な金融商品の仕組

み、あとソフトウエアの内容を私たち

は書面でするのですが、書面ですとい

くら説明してもなかなか伝わらない。

それを口頭での説明、相手方や裁判所

からも質問をいただいてそれに応答す

ることを通じて、裁判官・相手方がど

ういうところがわからない、もしくは

疑問に思っておられるのかをご説明し

て、理解をあいまいのまま進めないと

いうことに十分な役割があるのではな

いかと思います。 
今井 苗村さん、ありがとうございま

した。いま苗村さんから口頭での情報

交換、具体的な例としてホワイトボー

ドを使って争点整理を迅速に進められ

たというご説明がありました。今のよ

うな点について藤村さんは裁判官のご

経験からどのようにお感じになられま

したか。 
藤村 いいんじゃないかと思います。

先ほど申し上げたようにいろいろなこ

とを同意を得て進めればいいと思いま

す。問題は、ではそういうことを、み
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んななぜどんどんやらないのか。今説

明されたことはとりわけすばらしいこ

とかというと、普通にやる人はやって

いると思うんですね。問題は、それが

なぜできないのかというところにある

と思います。 
 その現状としてよく聞きますが、弁

論準備の席で裁判官が意見を言わない。

当事者の出したものを取り次ぐだけで

ある。和解の席でも自分の意見は言わ

ないで当事者から出された案を検討し

てきてくださいと言うだけ。当事者が

裁判所にどうお考えですかと聞いたら、

今は裁判所が意見を言う場面ではない

ので、まずあなたが検討しなさいと言

って、和解ができるのを待っているな

どという裁判官の審理に臨む姿勢に対

する批判や失望をよく耳にします。 
 逆に非常によくしゃべるけれども、

記録をろくに読んでいないし、事案の

把握もできていないのに、思いつきで

強引に和解を進めたりするということ

も聞きます。和解がうまくいかなかっ

た場合は、表面的で形式的な争点整理

をして終結を急ぎ、的外れな判決をし、

紛争が控訴審に移行してしまうだけ。

当事者は何のために裁判所に来て解決

を求めたのかわからないじゃないかと

いう批判も聞きます。 
 裁判というのはそんなものなんだよ、

というのは昔からよく言われているこ

とですが、しかし、やっぱりこれだけ

レベルの高い裁判制度をもうちょっと

よくしようということでみんな一生懸

命になっているわけですから、それに

尽力しなければいけないだろうと思い

ます。 
 原因はいろいろあろうかと思います

が、私は特に在職中も痛感していまし

たが、この 10 数年の間に民事裁判の現

場というものをきちんと見ていこうと

いう姿勢を欠いて、審理期間の統計上

の数値で追い立てるように裁判現場に

成果主義のプレッシャーをかけるとい

う最高裁の司法行政に大きな問題があ

ったのではないかと思います。平均的

な裁判官はある程度のゆとりがないと、

できることもできなくなってしまう。

そういう現実を見なければいけないと

思います。 
 ですから、司法行政の民事裁判の現

場に対する軽視といいますか、そうい

う姿勢が現場の裁判官にゆとりを失わ

せて、「謙虚に事件に対峙して考えて、

事案ごとに最善の解決を目指して裁判

に取り組もう」という意欲を萎えさせ

てしまったのではないかといわざるを

得ません。 
今井 ありがとうございました。裁判

官を長くご経験された藤村さんならで

はの貴重なご意見と受け止めたいと考

えます。今の点に関係しますが、弁護

士さらには裁判官に対して、これから

のあるべき方向についてメッセージを

いただきたいと思います。藤村さん、

もう一言よろしくお願いします。 
藤村 裁判官というのは訴訟手続の進

行管理を一手にゆだねられています。

当事者になってよくわかりますが、何

の権限もない、ただ判断を待つだけ。

裁判官から「私はそうは思いません」

と言われたらどうにもならない、それ

を実感する日々です。とにかく進行管

理をゆだねられた裁判官は、よりよい

解決を実現するためにより合理的な審

理方式を工夫するのが職責であり、先

ほどから苗村先生が紹介されているよ

うに当事者の合意を得てどんどんやれ

ばいいと思うんです。 
 平成 10 年度、新民訴というか、今の

民訴ができたころ、裁判所にいたので

すが、紛争解決に役立つ裁判手続を実

現しようという裁判官・当事者の熱気

の中であの法律は成立しました。当時

のことを知っておられる方はそのこと

をよくおわかりだと思います。なかな

かうまくいかないけど、それに向かっ

て裁判所と当事者がディスカッション
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しながら何とかその目的に向かって当

事者の要求、それから裁判の目的にか

なうような審理をしようという努力が

あちこちで見られたように思います。 
 ともあれ、今日、形骸化が言われて

いる中で、訴訟手続をリードしながら、

利用者の利益と生きた法規範の創造の

ために頑張っている裁判官がいるとい

うのは、私は誇りに思うし、迅速・充

実を求める裁判の実現のために、今は

弁護士ですが、裁判官と共に現実社会

の要請に応える裁判制度が実現できる

ように頑張っていきたいなと思ってい

るし、多くの弁護士にも頑張ってもら

いたいと思っております。 
今井 メッセージ、本当にありがとう

ございました。また、話を口頭の情報

交換に戻したいと思います。苗村さん、

口頭の情報交換の活発化のためにはど

うしたらいいでしょうか。 
苗村 いま裁判所がどのようにしてい

ったらいいかというメッセージを藤村

先生からいただいて心強く思った次第

ですが、弁護士のほうも考えなければ

ならないことはたくさんあると思いま

す。 
 まず基本のことになりますが、口頭

の情報交換を活性化するには、裁判所

にそうは言っても出した書面・記録を

しっかり精査して準備いただく時間が

必要になる。そのためには私ども、各

書面を事前に余裕を持って裁判所に提

出する、それから証拠の意義・評価な

どを判断していただくに必要な情報を

ちゃんと証拠説明書を通じて的確に裁

判所に伝達するというプラクティスの

確立が重要だと思います。しゃべって

いる私自身も自分で耳が痛いんですけ

れども、肝に銘じなければいけないな

と思っています。 
 もう一つは、そうは言っても裁判所

は抱えておられる事件数がすごく多く

て、さっきお話にありましたように、

記録を読むことが難しくなっておられ

る方もいらっしゃるのではないかと思

います。裁判所が口頭の情報交換をリ

ードしていただくためにも、裁判官の

増員が必要ではないかと思っていると

ころです。 
今井 ありがとうございました。藤村

さん、「裁判官の増員」というテーマは

悩ましいかもしれませんが、もしご意

見がいただけるなら一言。 
藤村 戦力となる裁判官をふやすのに

反対する人はいないと思うんですね。

問題はそれが実現できるかどうかとい

う話だと思うし、ずっとできないかも

しれない難しい問題だと思いますね。 
 法曹養成制度の今のありようの問題

が根底にあるし、そういう人材をどう

やって確保して、確保した中で裁判官

としてどうやって OJT 教育をしてい

くのかという非常に現実的な問題があ

るので、ここはそういった問題を踏ま

えてみんなで考えていかなければいけ

ないと思います。 
 当面は今でも増員されていますから、

そういうことを着実に踏まえて、迅速

で充実した裁判が実現できるように

OJTを中核とする教育を継続していく

ことしかないのではないかと私は思い

ます。 
今井 法曹養成の話が出ましたが、こ

こで現状分析チームのチーム長、中村

さんにこの点について意見を聞きたい

と思います。よろしくお願いします。 
中村 裁判官増員については、最高裁

としても年間 50 人程度の増員という

目標を着々と遂行されておられること

については敬意を払いますが、日弁連

としては 2003 年の意見書で今後 10 年

間で少なくとも 2300 人の増員で倍増

を図るべきであると意見を述べていま

す。また現職裁判官の団体である「日

本裁判官ネットワーク」が 1999 年の、

あるいは 2001 年のシンポジウムで複

数の裁判官から、現状の多忙さを解消

するためには裁判官の倍増が必要であ

－28－



 
 

第１部 民事裁判を利用しやすくするために 

 

るという意見が出されているところで

ございます。 
 第 19 回の司法シンポジウム、７回前

の司法シンポジウムではここ「クレオ」

で、当時の中山隆夫・最高裁総務局長

が、「裁判官が同質化し、議論がモノト

ーン化している。キャリアシステムは

制度疲労を起こしている」と率直に発

言され、これを受けて日弁連としては

弁護士任官者を続々と出して裁判官増

員に寄与すると宣言したのですが、ち

ょっと寂しい状況が続いています。私、

日弁連の弁護士任官推進センターの委

員もしていますので、きょうお越しの

方々の中から「我こそは弁護士任官し

たい」という方は手を挙げていただき

たいとお待ちしています。 
今井 ありがとうございました。 
 
８ 審理の充実 ～相手方情報へ

のアクセス方法の充実 

今井 それでは充実審理の第２のテー

マであります「相手方情報へのアクセ

スの拡充」という点について議論を移

したいと思います。苗村さん、現在、

民事訴訟で相手方の持つ情報にアクセ

スするにはどんな方法がありますか。 
苗村 訴えを提起する前の証拠収集処

分、それから相手方に直接尋ねるとい

う当事者照会、それから訴訟において

相手方が持っている文書に関しては文

書提出命令という制度がございます。 
今井 それでは十分ではないのでしょ

うか。 
苗村 文書提出命令に関しましては、

一応、全部の提出義務というのが認め

られていますが、例外もそれなりに広

いということがあり、日弁連はこの例

外の範囲をもっと狭める、開示を求め

ていくという方向への改善案を提出し

ています。ただ、訴え提起前の証拠収

集処分、当事者照会については、使わ

れている弁護士さんの数は非常に少な

いのが現状です。 

 回答しない場合には罰則がないから

実効性が乏しいというお考えだと思い

ますが、アンケートでは実際に利用し

たことがある方は「一定の効果がある」

と回答されているので、現在ある制度

をもっとうまく利用するという工夫も

必要なことは、もっと私たちも自覚し

なければいけない点かなと思います。 
今井 さらに相手方の情報にアクセス

しやすくする新たな方法としてはどん

なことが考えられますか。 
苗村 ちょっと難しい話ですが、学者

の先生方が主催しておられます「民事

訴訟法研究会」というところが提言さ

れている「早期開示制度」というのが

一つあります。当事者は訴訟が始まっ

た争点整理の早い段階で、この訴訟に

関連しそうだなと思う文書のリストを

作成して相手方に提出するという制度

です。そして、その提出期限も裁判所

に決めてもらう。それを違反した人に

は文書の提出を認めないとか、リスト

には少ししか書いていなくてほかの証

拠を出すのを認めない、そのような制

裁も科していって、相手方手持情報へ

のアクセスを確実なものにする、そう

いう制度の提言がなされています。 
 今のは書証の話ですが、陳述録取と

いう、アメリカではデポジションとい

っている制度に少し似た制度ですが、

早期の段階で相手方、もしくは証人か

ら当事者同士で時間をかけて話を聞く

機会を持つ、そういうものも日弁連で

は検討していますが、短い時間でご説

明するには少し複雑でございますので、

基調報告書の 54 ページをまた後で結

構ですのでお読みいただければ幸いで

ございます。 
今井 ありがとうございました。以上

をもちまして裁判の審理の充実という

テーマについては議論を終了させてい

ただきます。 
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９ 判決に関して～損害賠償制度～ 

今井 次に、いよいよ「民事裁判の出

口」になりますが、「判決」というテー

マに移ります。富田さん、判決につい

てはどのような問題が指摘されていま

すか。 
富田 今回弁護士の会員に向けたアン

ケートでは、損害賠償請求事件の認容

額については、「全般的に低い」と回答

した会員が多かったのですが、特に精

神的損害についてその傾向が強く認め

られました。このようなアンケート結

果も踏まえて、損害賠償制度の問題点

を挙げますと、１つ目は精神的損害、

いわゆる慰謝料の評価が低いこと。２

つ目に加害者が得た利益に比べて賠償

の認定額が低いこと。３つ目にセクハ

ラや名誉棄損などの事案において制裁

的・抑止的効果が低いことが挙げられ

ます。 
 例えばセクハラについては、日本の

慰謝料だと数十万円から、悪質な事案

であってもせいぜい 200～300 万円と

いったところですが、アメリカなどで

は億を超えるという報道も耳にします。 
 これはちょっと極端だとしても、こ

の金額であれば抑止的な効果もあると

思いますし、逆に言えば日本の慰謝料

額では、この損害賠償制度でセクハラ

を抑止する効果は期待できないのでは

ないでしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今井 いま富田さんから慰謝料の話が

ありました。三屋さんは実際のご経験

があるかどうかわかりませんがどんな

お考えをお持ちですか。 
三屋 経験はないです。報道なんかで

これに対する慰謝料がというと、びっ

くりするぐらい低いなと思うんですね。

確かにお金を失うということも痛いこ

となんですが、それより大きいのは名

誉を失うことだと思います。例えば今

はネット社会なので、名誉棄損などで

ネットに乗ってそれが拡散してしまっ

たら、未来永劫それが消せないという

中での名誉棄損に対しての慰謝料がこ

んなのでいいのと思うようなことはあ

ります。 
今井 富田さん、今、慰謝料が低い等

のお話がありました。解決策はあるん

でしょうか。 
富田 慰謝料額が低いということにつ

いては、現行の制度の枠組みの中でも、

裁判官の裁量の幅の中で具体的な事案

に即して慰謝料額を高くすることは可

能だと考えています。 
今井 ありがとうございました。藤村

さん、裁判官時代に、いわゆる相場に

とらわれない判断として慰謝料金額の

ジャッジをされたご経験がありますか。

もしあったら、お話しいただけるとあ

りがたいと思います。 
藤村 そういうのを聞かれるのが一番

嫌なんですが（笑）、ありますね。離婚

の慰謝料で 3000 万円の判決を言い渡

したこともあります。それは資産家の

女性と結婚した夫が妻となった女性の

財産の全部に担保つけて金を借りまく

って、果ては何億という保証人にもし

た。すべてを奪ってしまった。そうい

う夫婦の離婚訴訟でさっき言ったよう

な金額を言い渡しました。 
 高裁からは非常識ではないかと批判

を受けましたが、私はそうは思わなか

ったので、いや、事案をきちんと見れ

ば妥当だ、相場とかいうことは関係な
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いんだと、飲み会だったと思いますが、

反論した記憶があります。 
 今でも思いますが、裁判というのは

事案を見極めて判断することです。審

理作業で重要なことはきちんと事件に

向き合い事案を見極める努力をするこ

とだと思います。だから当事者の求め

にこたえられる真の紛争解決というこ

とがあるとすれば、それが実現するの

はそういった地道な作業をした先にの

みあると思いますので、そういうこと

をやっていきたいと。今でも代理人に

なっても思います。 
今井 大変貴重なご経験、お話をあり

がとうございました。離婚の慰謝料

3000 万、こういうことが実現できれば

特に法改正が必要なのかなとちょっと

思ったりしてしまうのですが、富田さ

ん、今の藤村さんのお話をお聞きにな

っていかがでしょうか。 
富田 私はまだ 13 年ぐらいしか弁護

士をやっていませんが、3000 万の慰謝

料の判決をもらったことはないですし、

よく考えてみたら、私自身が請求の趣

旨に書いたことがあるかといったら書

いたことはないですね。もちろん請求

の趣旨で相場の範囲内でということを

考えたことはないですけれども、どこ

か頭の片隅にはあるかもしれません。

事案を見極めて慰謝料を決めることが

重要であることは間違いないんですが、

ただ現状は離婚慰謝料だったら 200 万

から 300 万の間という相場を見てしま

って、思い切った判決が書けない裁判

官も多いのではないでしょうか。裁判

官一人ひとりの意識の問題でもあるの

で、それを変えるような教育だったり、

弁護士任官を増やすとか、緩やかな改

革もあるとは思いますが、やはり裁判

官個人の裁量だけでは抜本的な解決に

はならないと考えています。 
今井 それではその抜本的な解決のた

めにはどうしたらいいでしょうか。 
富田 例えば損害額を認定するに当た

り、類型的に考慮すべき要素を法律で

定めます。例えば悪意や重過失を考慮

要素としてそれがある場合には慰謝料

額を高くする方向で検討すると法律で

定めてしまう。あるいは、セクハラな

どの事案、先ほども言いましたが、日

本の今の相場では抑止的効果は望めま

せんから、セクハラとか名誉棄損など

の事案においては、抑止的観点から慰

謝料額を増額できるような制度を創設

すべきだと思います。 
 今回の会員アンケートでも、懲罰

的・抑止的損害賠償制度の導入に賛成

する事案としては、パワハラ、名誉棄

損、DV、あるいは行為態様においては

故意や重過失があるものが挙げられて

いました。 
今井 懲罰的・抑止的損害賠償制度と

いうのは新たな制度になると思います

が、このような制度に対しては消極的

意見もあるのではないですか。 
富田 そうですね。確かに懲罰的・抑

止的損害賠償制度というと刑事法の領

分を侵害するといった理由で反対され

る意見はあります。もちろん反対の意

見に対しては慎重に検討しなければい

けない部分があると思いますが、先ほ

ど三屋さんがおっしゃっていたように、

名誉棄損などの事案でも一気に全世界

に広がってしまう。回復しがたいよう

な被害を受けるわけですから、損害賠

償制度が持つべき抑止的役割の重要性

にもっと目を向ける必要があると思い

ます。 
今井 アンケート結果によりますと、

確かに抑止的損害賠償制度も事案によ

っては賛成という意見も結構ございま

した。藤村さんは損害賠償の認容額を

増額すべき事案があるかどうかという

ことと、あるとすればどんな事案だと

いうふうにアドバイスいただけますか。

私の言い方が歯切れが悪くて恐縮です。 
藤村 これも難しいですよね。どんな

事案というより、私の考えでは、事案
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ごとの事情によるのだろうと思います。

アンケート結果も先ほど取り上げられ

ましたが、大衆は作家ではないと言わ

れていますが、そのアンケート結果を

直ちに制度採択の決定要素にするのは

どうかなという疑問が残ります。専門

家というのはそのアンケート結果をそ

のまま制度化するのではなくて、そこ

に託された回答者の期待を読み取って、

言ってみれば回答者が予期していなか

ったがその期待に応える政策を考え出

していく。それができてこそ専門家だ

ろうと思うし、そういうことをすべき

責任があるのではないかと思います。 
 賠償額を高額にして抑止効果をねら

うとおっしゃいますが、高額化にする

といっても限度があるだろうし、果た

して抑止効果を生むか疑問も残るよう

に思います。また一たん、ある程度の

高額化がされたとすると、現実問題と

して特定の事案での個別性を考えると

いうことよりも、高額化された金額に

流れてしまう裁判が行われて、結局、

当事者には不満が残ってしまうことに

なりかねないのではないかという心配

もあります。 
 要するに、「事案を見る」ということ

だろうと思います。富田さんからセク

ハラ事案が取り上げられましたが、そ

れも単にセクハラと抽象的に一括りに

しないで、弁護士が事案の特殊性をし

っかり訴えて立証して、裁判官が事案

の悪質性を見極めるという訴訟運営を

心がけるということが必要ですね。 
 何だ、何も案がないじゃないかと言

われるかもしれないけれども、そうい

うことが、本当に当事者が求めている

成果を上げる近道だと、私は自分が裁

判をやってきた経験から思いますね。

これは大変な労力の要る作業ですが、

それをやらなければ、何か制度をつく

ったからといって、効果が立案者の思

うように実現することはなかなか難し

い。特に損害賠償額についてはそう思

います。当然のことながら、そういう

審理ができる裁判官を養成するための

教育システムが不可欠です。 
今井 ありがとうございました。 
 
１０ 強制執行制度に関して 

今井 それでは次にその判決を実現す

る強制執行、いよいよ出口の出口のと

ころ、権利の具体的実現のテーマに入

ります。強制執行制度、現行法につき

ましては富田さん、どういう問題点が

ありますか。 
富田 判決で認められた権利が実現で

きないのであればこれは意味がなくて、

だれも利用しません。冒頭の現状分析

でもありましたが、今回のアンケート、

基調報告の 123 ページにアンケート結

果が載っていますが、一番初めの訴訟

件数減少の原因を見ていただくと、多

いもので、８番の「勝訴しても執行な

どの制度に不備があり、回収が見込め

ないから」、これが 51.9％、９番で「勝

訴しても相手方に資力がなく、回収が

見込めないから」、これが 60.3％と、

ほかの理由に比べても圧倒的に多数意

見でした。 
 そして強制執行するためには債務者

の財産を知るための制度が必要不可欠

です。日本では平成 15 年に財産開示手

続が創設されましたが余り利用されて

いません。せっかく制度をつくっても

利用されないような制度では意味があ

りませんから、見直しの必要があると

思います。また、アンケートでも約

85％の会員が「財産開示手続をより効

果的にする必要がある」と回答してい

ます。 
 実務の現場で、依頼者の権利を実現

する立場にある弁護士が執行の場面、

特に債務者の財産の情報を獲得できな

いという点に大きなストレスを抱えて

いるといえます。 
今井 現行の財産開示制度を簡単に説

明していただけますか。 
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富田 一言で言うと、勝訴した債権者

が裁判所を介して債務者自身に自分の

財産を開示させるための制度です。こ

の制度については、利用しづらいとか

実効性が低いなどといって余り評判が

よくありません。 
今井 財産開示制度というのは耳慣れ

ない言葉かもしれませんが、三屋さん、

今の富田さんのお話をお聞きになられ

て率直にどういう感想をお持ちになら

れましたか。 
三屋 すごく勇気を振り絞って弁護士

の方のところに相談に行って、「では裁

判やりましょうか、高いんですか」と

聞いて、まあ説明を受けてこのぐらい

の値段なら裁判やりましょうと踏み切

って、「ところで勝ってもお金は回収で

きませんからね」と言われたら私はそ

の場で裁判を諦めます。 
 というのは、一生懸命頑張ってやっ

て、その後の結果が全くないなら何の

ために裁判をするんだと。企業はもち

ろんしないといけないと思うんですね。

いくら債権が回収できないからといっ

て企業はしなければいけないと思いま

すが、個人はそこまで弁護士さんにお

支払いして、裁判手続にお支払いして、

いろいろなものに経費がかかって結局、

返せないといったらマイナスですよね。

それで裁判するかといったら、普通、

余り裁判しない。 
 例えば私たちも厳しい練習をして、

県で勝ちました。全国大会に行けるの

かなと思ったら、あなたたち、全国大

会に行けませんからと言われたら練習

しないですよね。それと同じような気

がしますけど。 
今井 胸に響くご指摘だと思います。

私がこういうことを言っていいかどう

かわかりませんが、皆さんご存じのよ

うに三屋さんはモスクワ五輪のときに、

日本の出場が決まった後に中止になっ

たということで、半年間、ずっと悩ま

れたというご経験がございます。 

 富田さん、それでは財産開示制度の

見直しという点ですが、具体的にはど

ういうところを見直し・改正していっ

たらいいでしようか。 
富田 現行の制度では財産開示の前に

何らかの強制執行を行って、だめだっ

た場合に初めて財産開示ができるとい

う、いわゆる強制執行不奏功要件があ

ります。スクリーンの上の１番にも書

いてあります。強制執行不奏功要件が

ありますが、これを廃止して原則とし

て勝訴判決があれば財産開示ができる

制度にすべきだと思います。そもそも

債権者というのは債務者の財産の情報

を持っていないのが通常ですから、満

足が受けられるかどうかわからない差

押えを先行させるということは債権者

に無用な負担を強いることになると思

います。 
今井 それでしたら、何でこういう要

件が現行法に入っているのですか。 
富田 この要件がないと財産開示命令

が簡単に出されてしまって、悪質な貸

金業者が零細な債務者を威嚇する手段

として濫用する過酷執行のおそれがあ

る、といった批判があるからです。た

だ、現行法は濫用を恐れる余り、まっ

とうな利用者の申立まで困難にしてし

まっています。濫用事例については、

例外的にそれを排除する要件を設ける

ことで解決すべきだと考えています。 
今井 なるほど。財産開示命令の発令

に至る、ほかにも要件があると思いま

すが、ほかの要件についても今のよう

なご指摘ができるものはありますか。 
富田 現行の制度、債務者が過去３年

以内に既に別の財産開示手続で財産の

陳述をしていた場合は、原則として財

産開示手続ができないという、いわゆ

る「再施制限」の規定がありますが、

これを廃止して勝訴判決があれば原則

として財産開示ができるようにすべき

と考えています。債務者の財産状況は

刻一刻変化しますから、債権者は常に
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最新の情報を必要としています。それ

なのに３年間、再度の財産開示手続が

できないというのは、余りに硬直的に

すぎると思います。 
今井 財産開示手続における債務者の

義務の履行を確保する、促進する現行

法における制度というのはどのような

ものがありますか。 
富田 現行法では財産開示期日に出頭

しない、あるいは宣誓を拒絶する、虚

偽の陳述をするといった行為に対して

30 万円以下の過料の制裁があるだけ

です。しかし多額の債務を負っている

債務者の負担が 30 万円増えるからと

いって強制にはならないのではないで

しょうか。今回のアンケートでも過料

の高額化、刑事罰を求める意見、ある

いは強制力を強める意見が多数ありま

した。 
 そのほかにも強制手段としては手続

に反した者の名前を公表するといった

手続違反者名簿の創設もあると思いま

す。もちろんこれについては、債務者

の人権、名誉が過度に侵害されない配

慮が必要かと思います。例えば、名簿

を閲覧するための要件、謄写を認める

か認めないか。名簿に登載する期間な

どについて慎重に検討する必要がある

と思っています。 
今井 財産開示制度の今ご指摘のよう

な点を強化すれば、強制執行力という

テーマについては問題が解決すると考

えていいでしょうか。 
富田 残念ながら、財産開示手続とい

うのは債務者が誠実に対応することを

当てにした制度です。ですからおのず

と限界があります。この点、ドイツや

フランスあるいは韓国では債務者を当

てにすることなく、金融機関などの第

三者に債務者の財産状況を問い合わせ

る照会手続・照会制度があります。日

本においては勝訴判決を得ても、この

ような照会手続・照会制度がないので、

財産開示手続をやってみて、債務者の

財産が明らかにならなければ諦めるし

かないんですね。 
 弁護士法 23 条の２に基づく照会で

財産を探ることは皆さんの工夫でたく

さんされているとは思いますが、やは

り限界がありますので、日本において

もこの第三者照会手続を創設する必要

があると思います。 
 今回の会員アンケートで第三者照会

手続に反対する会員はわずか３％にす

ぎません。56％強の会員が賛成、38％
が場合によっては賛成と回答していま

す。これは実務の現場にいる弁護士の

切実な思いのあらわれだと思いますの

で、決して無視できないと思います。 
今井 弁護士の 94％が基本的には賛

成というのはすごい数字だと思います。

第三者照会制度は具体的にはどういう

ことか、もう少し教えていただけます

か。 
富田 勝訴判決を得た債権者は、裁判

所に対して金融機関などの第三者に債

務者の財産を照会するよう申立ができ

るようにします。照会先としては預貯

金情報については今言ったような銀行

などの金融機関、勤務先の情報につい

ては日本年金機構など、自動車の情報

については運輸支局や自動車検査登録

事務所、不動産については法務省や市

町村などが考えられると思います。 
今井 富田さんから第三者照会制度の

ご説明がありました。三屋さん、富田

さんの第三者照会制度というのをお聞

きしてどんなご感想を持たれましたか。 
三屋 きょうはここで初めて聞くこと

が多いのですが、むしろそれがなかっ

たということにいま驚いています。 
今井 鋭いご指摘ありがとうございま

した。今までなかったことのほうが不

思議だと。第三者照会制度はそういう

意味でも全く新しい制度になりますが、

逆にそういう制度が我が国で受け入れ

られる余地はありますか。 
富田 そうですね。いま三屋さんのお
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話を伺うと受け入れられる余地は十分

あるんだろうと思いますが、全く新し

い制度、日本にはない制度ですので、

抵抗を感じられる方もいらっしゃると

思います。ただ抵抗を感じられても、

慎重な意見については真摯に耳を傾け

て、よりよい制度をつくっていけばい

いと考えています。 
 今回のアンケートでも「場合によっ

ては賛成」と回答した人の中で、約

21％の人が債務者保護手続を設けた場

合に賛成と回答しています。 
今井 債務者保護手続ですか。それは

例えばどんなことですか。 
富田 例えば取得した情報の利用を制

限すること、目的外には利用してはだ

めだよと規定すること。それに違反し

た人には制裁を科すことなどがありま

す。また第三者照会手続が利用された

場合には、事後的に債務者に通知する

手続を設けるべきだと考えています。 
今井 いま第三者照会制度等、強制執

行の話が出ています。藤村さんはどの

ようなお考えをお持ちですか。 
藤村 これも難しい問題で、時間がな

いので十分に言えませんので抽象的に

意見を言わせていただきますと、どん

な制度であっても、外国の制度をその

まま我が国に取り入れてもうまくはい

かないことは明らかだと思います。そ

の国でその制度が機能しているとすれ

ば、その制度がその国の法制度全体の

中にバランスよく、はめ込まれている

からだと思います。 
 日本の現行の法制度のもとで、もし

執行のみを強化するという方向に走る

とすると、それはバランスの悪い制度

になってしまうでしょう。債務者の最

終的な責任履行は破産でしょうから、

今の破産法の運用が破産者にきちんと

責任をきちんととらせる制度として機

能しているのかというと、同時廃止の

運用などを見るとはなはだ疑問に思い

ます。 

 そういう中で債務名義が確定しただ

けで債務者に厳しい責任追及がされる

というのはバランスを失するし、そう

した処理だと「法の下の平等」を重ん

じる日本の国民感情には合わないので

受け容れられないと思います。 
 しかし、債務名義の執行がより合理

的で効率的にできるよう、現状を改善

したいという問題意識はもちろん理解

できますので、こういったことがバラ

ンスよく実現できるように、倒産制度

を含めた法制度全体としてバランスの

とれた制度の創設及び検討が検討され

ていけばいいのではないかと思います。 
今井 ありがとうございました。富田

さん、財産開示手続にしても第三者照

会制度にしてもそうですが、この主体

は裁判所という理解でよろしいですか。 
富田 財産開示や第三者照会手続につ

いては、運用のあり方や手続的ミスに

よって債務者の人権を侵害してしまう

可能性があります。ですから、これを

主宰する人は法律の専門家であること

はもちろん、かつ人権に関する感覚を

備えた人でなくてはいけません。執行

制度の一つですから、裁判所が関与す

ることは間違いないにしても、裁判官

がすべて自分で行うということは現実

的には不可能だと思います。 
 そこで我々、判決執行改革チームで

は、破産管財人のように裁判所が選任

した財産探知人がコーディネーターと

して財産開示手続や第三者照会手続を

執り行う制度を紹介したいということ

になりました。財産探知人には執行官

や、あるいは破産管財人のように裁判

所が選任した弁護士がなることを想定

しています。 
今井 「財産探知人」という耳慣れな

い言葉ですが、財産探知人制度という

ものはどういうものですか。 
富田 これも全く新しい制度で、詳し

くは基調報告書の最後についている

CD の中に詳しく書いてあるので、こ

－35－



 
 
第１部 民事裁判を利用しやすくするために 

 

 32

の本だけではなくて CD をぜひ見てい

ただきたいのですが、まず債務名義を

有する債権者は財産探知の申立を裁判

所にします。そうすると裁判所が財産

探知人を選任します。その財産探知人

が事案の性質、例えば債権者や債務者

の属性、判決の内容や判決に至る経緯

などを見ながら、財産開示手続がいい

のか、第三者照会手続がいいのかを選

択して実行します。こうすることで事

案に即した効果的な財産探知が可能に

なります。 
 またこの財産探知人が、債務者の人

権に配慮しながら過酷執行になってい

ないか、あるいは最適執行を目指すと

いう意識で活動すれば、先ほど藤村さ

んからありましたが、執行の強化一辺

倒にならない、１つの制度としてバラ

ンスのとれたものになると考えていま

す。 
今井 ありがとうございました。以上

で判決執行の議論も終了させていただ

きます。 
 
１１ パネリストから一言 

今井 以上で第１部のパネルディスカ

ッションを終了させていただきますが、

きょうは大変貴重なご意見・ご指摘を

いただきました藤村さん、三屋さんに、

最後に一言ずつで恐縮ですが、全体を

通して本日のパネルを通じた感想をい

ただけると大変ありがたいと思います。

まず藤村さんからお願いします。 
藤村 シンポジウムの打ち合わせ等に

参加しまして、全国の中堅・若手の弁

護士さんが自分の仕事をたくさん抱え

ているのに、それを押して何とか民事

裁判制度をもっとよくしようというこ

とに全力を傾けていらっしゃる熱気に

巻き込まれまして、正直、感動いたし

ましたし、心から敬意を表したいと思

います。 
 一つだけ言わせていただければ、そ

の貴重な努力が空回りしないように、

より良い民事裁判制度を実現していく

大きな課題があるのではないかと思い

ます。 
 さらにもう一つ、こうした話のとき

にいつも思いますが、日本の裁判制度

は他国と比べて決してレベルが低いわ

けではない。むしろ高いレベルにあっ

て、法の支配という統治機構として十

分立派に機能していることを私は評価

しなければならないと思います。 
 したがって、裁判制度のうちのこの

民事裁判制度を改善しようというのは、

そういう高いレベルのものを、さらに

もうちょっと良くしようというわけで

すから、そう簡単にいくわけがないん

ですね。いろいろなことを議論するの

はいいんですけれども、決して焦るこ

となく、後戻りしないように後世代に

責任が持てるような案を着実に考え、

創出していかなければならないのでは

ないかと思います。きょうのシンポジ

ウムがそういったことにつながればい

いのではないかなと心から期待してい

ます。（拍手） 
今井 ありがとうございました。三屋

さん一言お願いします。 
三屋 今回、このパネルディスカッシ

ョンのパネラーの一人に加えていただ

いて、またひとつ弁護士の方々への見

方が変わりました。私は企業で幾つか

の事案で弁護士の方にお世話になって、

初めて、「弁護士の人って私たちを守っ

てくれているんだ。私たちの代理人と

してこちらの権利を一生懸命守ってく

れているんだ」ということを実感して

いました。また今回、このパネルディ

スカッションで、生まれて初めてこん

なにリハーサルするパネルディスカッ

ションなんて、ないなと思って。（笑）

こんなにガチガチにリハーサルするパ

ネルディスカッションは生まれて初め

てだったんですが、その中でほんとに

弁護士の方々はまじめで一生懸命だな

というので、またひとつ弁護士の方に
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対する見方が変わりました。 
 多分、私たちみたいな一般市民が弁

護士の方に触れるというのは余りなく

て、偏ったイメージの中で弁護士像が

皆さんたち、特に一般市民の頭の中に

はすり込まれているんだろうと思いま

す。なぜならば、ちょっとしたいざこ

ざがあったり、ちょっとした問題があ

るときに、相手方が弁護士を立てたと

聞いた瞬間にケンカする気だなとやっ

ぱり思います。 
 それぐらい日常の中で弁護士さんと

の出会いというのはないんですけれど

も、こうやって出会って、何回か一緒

に時間を過ごさせていただくと、変な

話、同じ人間だなと思うんですね。そ

ういう思いをもっともっとたくさんの

人にしてもらえば、何か困ったときに

弁護士さんが守ってくれる人なんだと。

怖い人じゃないし、何か言うとばかに

されるのではないかという存在ではな

くて、我々を守ってくれる人たちなん

だという思いを一般の人たちが知るこ

とにより、何かあったときに相談しよ

う、何かあったときに助けてもらえる

存在であるということを市民の人たち

に理解してもらえれば、泣き寝入りし

て苦しんでいる人たちもいっぱいいる

と思います。そういう困っている人た

ちをこれからたくさん救っていただけ

ることを私は切に願っています。皆さ

んたちのこれからの活動を一市民とし

て頼もしく心強く見守っていきたいと

思います。でも、できればお世話にな

らないようにしていきたいなと思いま

す。（笑） 
 本当にきょうは仲間に入れていただ

いてありがとうございました。（拍手） 
今井 藤村さん、三屋さん、本当に貴

重なご意見・ご指摘ありがとうござい

ました。問題点は十分わかっている。

あとは実現するんだ。こういうメッセ

ージだと受け止めました。 
 基調報告書には民事裁判の将来ある

べき重要な提言、各チームごとで検討

した結果が数多く記載されていますの

で、後でお目通しいただければ幸いで

す。 
 それでは以上をもちまして第１部の

パネルディスカッションを終了させて

いただきます。最後まで長時間、ご清

聴ありがとうございました。（拍手） 
司会 第１部のパネリストの皆様、長

時間にわたりありがとうございました。

いま一度盛大な拍手をお願いします。

（拍手） 
〈休  憩〉
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