


発刊によせて 

 

2020年に弁護士会ＡＤＲの嚆矢である第二東京弁護士会仲裁センターが発足30周年を

迎えました。そのとき、翌2021年は当日本弁護士連合会ＡＤＲ（裁判外紛争解決機関）セ

ンターが設置されてから20年目の節目に当たることに気づきました。設置の「前史」（本書

で詳らかにされます）があるものの、20年というのはまだまだ「若い」年齢ですが、「成人」

する年でもあり、この機会に弁護士会ＡＤＲの来し方を振り返り行く末を考えることに意

味があると感じました。 

 

20周年記念の企画としてシンポジウムを開催すること等も考えられたのですが、あいに

く2020年春以来ＣＯＶＩＤ－19が猛威を振るっていて、簡単にはいきません。むしろコロ

ナ禍の状況だからこそできる企画はないかと思いを巡らせました。Stay homeと言われて外

出自粛が強いられています。それならかえって机に向かいじっくりパソコンに原稿を打ち

込む時間が持てます。各種の資料等をもとに、当センターのこれまでの歩みを振り返り、

先達の方々が弁護士会ＡＤＲに打ち込んできた思いに触れながら20年の歩みの実相を記録

化するのが良いのではないか。そう考え20周年記念誌の発行に企画の照準を定めました。 

2018年度までの４年間当センターの事務局長を務めた増田卓司幹事（愛知県）に白羽の

矢を立てて編集長をお願いしました。各地の弁護士会の若手委員・幹事から意欲あふれる

編集委員たちが自薦他薦により抜擢され、増田編集長の企画書をもとに鈴木一嗣事務局次

長（札幌）がＷｅｂ会議を切り盛りして編集会議を重ね、思いがけない困難苦難を乗り越

えて（というよりも編集委員たちは計画倒れになりそうな事態が発生してもそれをテコに

して）見事に本書を編纂してくれました。 

 

当センターの礎を築いていただいた先達や歴代委員長らの論考から、当センターの20年

の歩みの「幹」となる部分を通観することができます。いまでこそＡＤＲが知名度を得る

ようになりましたが、そうなるまでに積み重ねられてきた道筋が明らかになります。ＡＤ

Ｒに造詣の深い研究者の方々からは弁護士会ＡＤＲの現状と課題について示唆に富む分析

と指摘をいただくことができました。これによって本書の質的な厚みが一層増しました。

また、全国の弁護士会ＡＤＲセンターで活躍する弁護士からの寄稿のほか、各センターの

特色の紹介等も掲載しており、現時点における弁護士会ＡＤＲに関する多面的で多角的な

情報を得ることができます。編集委員のコラム等からは、将来に向けての新しい息吹も感

じ取ることができます。 

当センターの20年の歩みを読者に過不足なくお伝えすることができ、弁護士会ＡＤＲの

魅力と可能性を発信することができることを心より祈念し、本書を上梓いたします。ＡＤ

Ｒについて何かを考えたいときに本書を紐解いていただき、考えるヒントを見つけていた

だければ望外の喜びです。 

    

2021年９月10日 

     2021年度委員長 斉 藤 睦 男 
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第１部 ＡＤＲセンターの今 

 

第１章 活動内容 
 

ＡＤＲ（裁判外紛争解決機関）センターでは、その時々の重要な検討課題に応じて部会

を編成し活動を行っている（部会編成の推移は、18頁の日本弁護士連合会ＡＤＲセンター

年譜のとおり）。現在（2021年度）、当センターでは３部会制を採っているが、本稿は、2020

年度の部会編成である第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充・発展）、第２部会（広報・研修・

関係法）、第３部会（遠隔地ＡＤＲ）、第４部会（専門ＡＤＲ：医療、金融、原発、国際家

事）によっている。 

 

 

第１部会の活動 
 

 

１ 第１部会のテーマと活動内容 

第１部会は、「弁護士会ＡＤＲの拡充と発展」をテーマに掲げ、その活動内容は、①

既設置の弁護士会ＡＤＲの活性化のための検討、②未設置会における設立促進のための

方策の検討、③弁護士会ＡＤＲに関する実務上の問題点の検討とされており、その守備

範囲はかなり広い。 

以下では、上記に関連する具体的な活動を紹介するが、必ずしも第１部会が実務を担

っているとは言えない活動もあることはご容赦いただきたい。 

 

２ 「既設置の弁護士会ＡＤＲの活性化のための検討」の具体的な活動 

⑴ 全国弁護士会ＡＤＲセンター連絡協議会 

弁護士会ＡＤＲ活性化の目玉となる活動は、毎年ＡＤＲ設置会各地で行われる全国

弁護士会ＡＤＲセンター連絡協議会（2019年の実施までは全国仲裁センター連絡協議

会と呼ばれていた。）である。 

担当会は相当な期間をかけて準備しなければならず、大変な負担となるが、練りに

練られたＡＤＲの活性化のための様々なテーマを深堀りし、基調講演やパネルディス

カッション、事例紹介等を実施するこの企画は好評で、全国から日弁連委員のみなら

ず、未設置会を含めた弁護士会の委員も多く参加する恒例イベントとなっている。 

⑵ 年間30件の申立獲得企画 

2019年に就任した斉藤睦男委員長は、「ＡＤＲを設置したからにはせめて年間30件

の申立件数を獲得しようじゃないか。」との方針を打ち出し、その方策の一つとして、

ＡＤＲ委員会の全体会議で情報発信をする企画の立案、実施が第１部会の活動に加え

られることとなった。 

2020年度は、設立後すぐでありながら災害ＡＤＲで顕著な実績を上げているという

ことで、千葉県弁護士会ＡＤＲの取組についての報告会、コロナ禍で面談方式による

 

第１部会部会長 

植松 功 

（福岡県弁護士会）
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ＡＤＲの運営が難しくなり、ウェブ会議等を利用したＡＤＲの可能性が各地で模索さ

れているという状況を踏まえ、リモートＡＤＲ情報交換会を実施している。 

このリモートＡＤＲ情報交換会は、綿密に構成されたアンケートを実施し、一覧性

を重視したアンケート結果や規則、マニュアル等も共有できるものとしており、刹那

的な情報の交換ではなく、「残る形」での情報共有は、今後の情報交換の在り方として

大変参考になるものであった。 

 

３ 「未設置会における設立促進のための方策の検討」の具体的な活動 

⑴ 未設置会キャラバン 

未設置会にＡＤＲの設立を促進するには、当地に赴いて意見交換するのが一番であ

るとして、これを未設置会キャラバンと称して企画している。 

受け入れ側とのバランスもあり、実行に移すのは簡単ではないが、2017年には岩手

弁護士会で、2018年には千葉県弁護士会で意見交換会を実施し、その後いずれの会で

もＡＤＲが設立されることとなっている。 

⑵ 災害ＡＤＲの有用性の告知 

地震、台風、豪雨など毎年のように大きな災害が発生する中、徹底した利用者サポ

ートを行う弁護士会の災害ＡＤＲは、仙台や熊本で被災者間の個別紛争の解決に極め

て有用な制度となったことから、災害はいつどこで発生するかわからないとして、

2017年には全国の未設置会宛に「大規模災害時における弁護士会による法的支援体制

整備の一環として、弁護士会ＡＤＲを設置することについて（依頼）」と題する書面を

事務総長名義で発出することも行っている。 

 

４ 「弁護士会ＡＤＲに関する実務上の問題点の検討」の具体的活動 

ＡＤＲ業務の大切な部分を担うのは利用者と様々な局面で接する事務局であり、実務

の知恵を全国で共有し、事務局の実務的な悩みを解消することはＡＤＲ制度の基盤にな

るという認識で2006年に開始されたのが「実務懇談会」である。 

立上げの経緯等の詳細は別稿に譲るが、2019年まで毎年実施され（2020年コロナ禍の

ため中止）、回数は15回にもなり、日常業務で多忙であるにもかかわらず、毎回全国か

ら多くのＡＤＲ業務を担当する事務職員が参加する好企画となっている。 
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第２部会の活動 
 

 

１ 当委員会の設置要綱 

いわゆる「ＡＤＲ法」つまり「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（平

成十六年法律第百五十一号）の第六条第五号は、民間ＡＤＲの認証申請者は、手続実施

者が弁護士でない場合には弁護士の助言を受けることができるようにするための措置

を定めていることを認証の基準の一つとしている。これをもって、弁護士・弁護士会は

ＡＤＲの拡充・発展のために積極的な役割を果たす責務を担っていると受け止めるのは、

肩に力が入りすぎであろうか。 

他方、当委員会の設置要綱を改めて見てみると、「外部の各種ＡＤＲ関連団体と意見

交換し、ＡＤＲの在り方について企画・立案すること。」及び「外部の各種ＡＤＲ関連

団体と連携、協働を図ること。」等の６つを当委員会の目的としている。このうち引用

した上記２つの目的に関連して、その実働の役割を担うのが第２部会である。第２部会

には他にも役割はあるが、私はこのいわば「渉外」部分に主として関与してきたので、

この点について報告する。 

 

２ 第２部会以外の対外的な活動 

部会の活動ではないが、2009年８月には、受信障害対策共聴施設の地上デジタル放送

への対応に伴って生じる民事紛争処理事業に、各地の弁護士会から手続実施者を推薦し

た。これに関連して、社団法人デジタル放送推進協会に当センターの渡部晃委員長と山

﨑司平副委員長（いずれも当時）が運営委員として参画した。また金融商品取引法の2009

年６月改正により、各金融機関に紛争解決機関の設置が義務付けられたが、紛争解決機

関を独自に設置・運営できない金融機関が弁護士会ＡＤＲに紛争解決業務を委託するこ

とが認められたので、各地の弁護士会が金融機関の紛争解決業務の役割を担う協定を締

結している。 

 

３ 日弁連としての渉外活動 

当委員会が日弁連の渉外部門としての役割を担う活動の主たるものは、日本司法書士

会連合会との定期的な意見交換会の開催である。外部団体との会合であるので、日弁連

側は各時点の委員長等が対応することとなる。平成27年頃までは司法書士会とは年に４

回の会合であったようだが、私が委員長になった平成28年度からは年に３回と回数を減

らしている。これは日弁連としては情報交換の場と受け止めている。他にも定期的に面

談するのは、日本行政書士会連合会である。同連合会は、担当役員が交代された際に日

弁連にご挨拶に見えるのと、同連合会の総会後の懇親会に委員長等がお邪魔することで

ある。 

新しい法律を審議している場合には、然るべき方々と非公式な協議に応じることもあ

る。非公式な協議であるため、相手方の役職等は明らかにしないこととする。 

 

第２部会部会長 

山﨑 司平 

（第二東京弁護士会）
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４ その他の活動 

土地家屋調査士会は、全国50会の全部で、境界問題解決センター等の境界ＡＤＲを設

置しているが、各地の弁護士・弁護士会が境界センターの運営そのものに参加し、事案

の解決も担当している。日弁連の外部団体との関係に関するガイドラインは、東京の３

弁護士会と東京土地家屋調査士会との協定がモデルの役割を果たしている。 

今後も色んな団体等がＡＤＲに関する活動をされようとして日弁連に協議を求めて

こられる場合、冒頭の社会的責務及び委員会の目的からは、日弁連は喜んで協議に応じ

ていくこととなるであろう。 

 

 

 

－委員コラム－ 
 

弁護士会ＡＤＲがより広く活用されるために 

 

飯塚 孝徳（第一東京弁護士会） 

 

弁護士会ＡＤＲの申立件数は近年減少傾向にあるが、悲観することはない。弁護士会ＡＤＲの世

間での認知度は年々高まっている。東日本大震災や豪雨・台風被害、新型コロナウィルス問題等を

きっかけに立ち上げられた災害ＡＤＲは、新聞、テレビ等マスコミで取り上げられ、弁護士会ＡＤ

Ｒの知名度を高めている。その他、医療ＡＤＲ、金融ＡＤＲ、国際家事ＡＤＲといった専門ＡＤＲ

が整備され、 近では、学校問題ＡＤＲを開始した弁護士会もある。今後もさらに、紛争解決の専

門家が迅速的確に和解解決に導く弁護士会ＡＤＲの有用性が世間に理解され、申立て件数は右肩上

がりに転じるものと確信している。 

ただ、同業者から漏れ聞くところによると、大企業や上場企業は、弁護士会ＡＤＲを紛争解決の

一手段として考えない傾向にあるとのことである。大企業や上場企業が、弁護士会ＡＤＲを紛争解

決の手段として選択しないのは、裁判所の関与がない弁護士会ＡＤＲは権威性に欠けると思われて

いることが一因らしい。弁護士会ＡＤＲの認知度がまだまだ低いことと相通ずるが、大企業や上場

企業にそのような認識があるとすれば、その誤解を早急に解く必要がある。 

金融庁は金融ＡＤＲ制度の施行に際し、日弁連ＡＤＲセンターに紛争解決措置の協力要請を行

い、現在、多くの弁護士会が金融ＡＤＲを実施している。国際家事ＡＤＲを担う弁護士会は、企画

競争入札を経て、外務省からＡＤＲ事業の委託を受けている。文部科学省は、あっせん手続の経験

豊富な弁護士を多数、原子力損害賠償紛争解決センター（原発ＡＤＲ）の仲介委員に任命している。

国は、弁護士によるあっせん手続に期待し、弁護士会ＡＤＲを信頼性の高い紛争解決機関として認

め、様々な分野でＡＤＲ事業を委ねようとしている。既に国は、弁護士会ＡＤＲの権威性を認めて

いるのである。 

当事者の協議に基づく和解解決は、 も平和的な解決方法である。弁護士会ＡＤＲは間違いなく、

平和的な紛争解決のための 良の選択肢の一つである。そのことを、今後も各方面にアピールして

いきたい。 
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第３部会の活動 
 

 

１ 部会設立の経緯 

従前から、遠隔地に所在する当事者がテレビ会議システム等を利用してあっせん手続

の期日に参加するニーズに応え、ＡＤＲ手続の利便性を高めるためにその効果的な運用

を研究する必要性が日弁連ＡＤＲセンターの課題となっていた。 

その後、2020年初頭からの新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、Ｚｏｏｍ等のウェ

ブ会議ツールの利用が社会的に普及したことに加え、接触による感染リスクを回避する

ため、同ツールを利用してあっせん人と当事者とを繋ぎ、手続を行う機運と必要性が急

速に高まることとなった。 

また、司法アクセスの向上という観点から、法的サービスにもＩＴ・ＡＩ技術の活用

が求められるべきとの政府の方針を受け、ＯＤＲ（Ｏｎｌｉｎｅ Ｄｉｓｐｕｔｅ Ｒｅ

ｓｏｌｕｔｉｏｎ）の研究が国家レベルでも進み始めている。 

そこで、当センター内においては、2020年度より、遠隔地ＡＤＲを担当する第３部会

を設置し、ウェブ会議ツールを利用したＡＤＲ（リモートＡＤＲ）の導入とそれに伴う

諸問題の検討、ならびにＯＤＲ促進に関する研究を行い、各弁護士会への情報提供及び

利用の促進を図ることとした。 

 

２ 部会の取組内容 

⑴ リモートＡＤＲの導入と課題 

リモートＡＤＲには、面談に比べて期日調整の柔軟性が増大し、結果的に紛争の早

期解決に資することも期待されるため、利用者の利便性向上を契機とした申立件数の

増大も見込まれるところである。 

従って、既に東京、第一東京、第二東京、千葉県、京都、広島、岡山、仙台（2020

年12月現在）の各弁護士会ＡＤＲでは実際の運用が開始されており、コロナ対策にと

どまらず、新しい紛争解決の在り方として大きく注目されている。 

他方、そもそも、あっせん・仲裁人たる弁護士自身が申立人や相手方と面談して双

方の主張を酌み取り、信頼関係を構築しながら解決に導くという従来の手法と同程度

の水準で、画面越しに紛争解決を図ることができるのかとの懸念にも根強いものがあ

る。また、ウェブ会議ツールそのものにある情報漏洩リスクや、当事者による録音、

録画による情報漏洩や非公開性を脅かされるリスク、これらについての当事者に対す

る説明及び同意の取得等の課題があるとされており、新たな実務上の課題や問題点も

浮き彫りになってきている。 

その他、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５条に基づく法務大臣の

認証を受けた弁護士会ＡＤＲにおいては、認証を受けた手続にリモートＡＤＲを導入

するに当たって法務大臣の変更認証が必要であると考えられ、変更認証を取得するた

めの規則改正等も大きな課題となっている。 

 

第３部会部会長 

豊田 耕史 

（仙台弁護士会） 
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⑵ コロナ賃貸借ＡＤＲ制度の研究及び実施 

当部会の前記のような設立趣旨と直接の関連はないものの、災害ＡＤＲとリモート

ＡＤＲの親和性の観点から、当部会が中心となって、コロナ禍に対応する災害ＡＤＲ

に対して日弁連としてサポートが行えないかの検討が行われた。 

その結果、ひまわりほっとダイヤル法律相談と連携して、事業者のコロナ禍に関連

する賃貸借問題を扱うＡＤＲに対して運営費用や利用手数料を援助する制度が日弁連

内に設立され、コロナＡＤＲを実施している全国11弁護士会を対象に、2020年12月か

ら2021年３月末までパイロット実施されるに至った。 

 

３ 今後の展望 

リモートＡＤＲの導入は、感染対策及び遠隔地間の紛争解決の手段としての両面で、

市民の利便性を向上させ、かつ紛争解決の選択肢を広げることに疑いの余地はなく、弁

護士会ＡＤＲの新たな局面を切り開き、その可能性を広げ発展させ得るものであること

も明らかである。そして、ＯＤＲ促進の流れという観点からも、重要な第一歩と位置付

けることが可能である。 

当センターとしては、利用者にとって利用しやすくかつ納得のいく紛争解決を図ると

いう視点から、リモートＡＤＲの普及及び今後のＯＤＲ化へ向けての検討を継続してい

かなければならないと考えるところである。 

 

 

－委員コラム－ 
 

日弁連ＡＤＲセンターの取り組み 
 

九石 拓也（第二東京弁護士会） 

 

2020年９月の全国弁護士会ＡＤＲセンター連絡協議会を兼ねた二弁仲裁センターの30周年行事

「これまでのＡＤＲ、これからのＡＤＲ～利用されるＡＤＲとなるためには」に続き、日弁連ＡＤ

Ｒセンターの20周年記念誌により、弁護士会ＡＤＲのこれまでの歩みを学び直す機会をいただい

た。諸先輩方のこれまでの取り組みにあらためて頭が下がる思いである。 

設立からの20年で、全国の弁護士会ＡＤＲ機関は、14単位会15センターから35単位会38センター

に広がり、社会の要請に応じた各種専門ＡＤＲの整備、災害時における紛争解決の選択肢としての

災害ＡＤＲの定着、実務的な諸問題についての知見の共有、関連法制問題への対応と、日弁連ＡＤ

Ｒセンターが果たした役割は大きい。また、昨年来のコロナ禍の中でのリモートＡＤＲの工夫は、

今後のＡＤＲの活用の幅を広げるツールになるのは間違いない。 

ＡＤＲは紛争解決手段として実際に使われてこそである。弁護士会ＡＤＲをより利用しやすく、

全国で活用されるように、日弁連ＡＤＲセンターとしてこれからも取り組んでいきたい。 
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医療ＡＤＲ特別部会の活動 
 

 

１ 医療ＡＤＲの現状と発足の背景 

2021（令和３）年現在、日本弁護士連合会ＡＤＲセンターの下に、札幌、仙台、東京、

千葉、愛知、京都、大阪、岡山、広島、愛媛、福岡の全国11か所（13弁護士会）の医療

ＡＤＲが設置されており、2008（平成20）年以降、医療ＡＤＲ特別部会が常置されてい

る。 

医療ＡＤＲの発足の背景には、医事紛争の激増と民事医療訴訟の審理方式の変化が交

錯している。 

⑴ 医事紛争の激増 

1970（昭和45）年以降2004（平成16）年のピークにいたるまで、医療関係訴訟の第

一審新受件数は毎年右肩上がりに漸増して約10倍増になっていた。さらに、1999（平

成11）年を境にしてメディアの「医療不信」報道は激化し、わずか２年の間に主要報

道機関の報道件数が10倍増となった。これと併行して医師法21条に基づく医療事故の

届出が急増し、「疑わしきは警察に届け出よ」と題する社説を掲げる新聞社もあった。

2006（平成18）年頃まで異例の長期にわたって「医療不信」という医療界への厳しい

批判は継続した。同年２月の福島県立大野病院事件における産婦人科医の逮捕と同年

４月の診療報酬マイナス３.16％改定を機に、バッシングは突如鎮静化し、「医療崩壊」

という論調に変容していく。 

⑵ 民事医療訴訟の審理方式の変化と弁護士会の対応 

民事医療訴訟の第一審新受件数は、1999(平成11）年の678件から2004（平成16）年

の1110件にと約１.65倍に増大した。裁判所は大都市圏の本庁に医療集中部を設置し、

計画審理の実施や地域ごとの鑑定人選任や鑑定実施方法の工夫（例えば、東京では都

内13大学のネットワークからの３名の鑑定人の選任とラウンドテーブルでのカンファ

レンス鑑定の導入）など、審理の充実と迅速化の努力が尽くされた。また、裁判上の

和解による解決が同時期に倍増している。 

各地の弁護士会では、患者側の弁護士と医療側の弁護士が協議会等を設置し、裁判

所の医療集中部との協議の場とし、裁判所の審理方式の改革に主体的に関与した。ま

た、裁判上の和解の急増は、弁護士が主体的かつ積極的に関与する訴訟前の和解の強

化に向けての機運を醸成した。 

 

２ 医療ＡＤＲの発足と各単位会・医療ＡＤＲ特別部会の役割 

2004（平成16）年のＡＤＲ法の制定は、医事紛争の自主的解決に向けた取組を強化し

ようとしていた各弁護士会の関係者にとって、啐啄一致の契機となった。患者側、医療

側共に紛争の多くは立場性の明瞭な専門性の高い弁護士によって実務が担われてきて

いたところ、立場の違いを超えて双方が連携して裁判所の適正な審理の在り方について

意見を述べるに留まらず、専門的な知見を活かした医療ＡＤＲへの動きが活発化した。 

 

医療ＡＤＲ特別部会

部会長 

児玉 安司 

（第二東京弁護士会） 
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また、医療事件を取り扱う弁護士と、仲裁センター等での和解あっせんの経験を積ん

だ弁護士との交流は急速に進展し、和解あっせんについての経験・専門性と医事紛争対

応についての経験・専門性が相互に補完し合いながら発展していくこととなった。意見

交換や経験交流、研修の実施などの場が各弁護士会でも設けられ、それぞれの地域の実

情にあわせた発展の状況が、日弁連ＡＤＲセンターの医療ＡＤＲ特別部会を通じて、全

国的な運動として共有・展開されるに至っている。 

 

３ 医療ＡＤＲの課題 

裁判所と連携する患者側・医療側の弁護士の協議会が運営基盤となっている弁護士会

は多い。また、医療関係団体との相互交流や、医療機関の相談窓口担当者との胸襟を開

いたネットワーク作り、医療安全支援センター（医療に関する自治体の苦情相談窓口）

などとの連携によって、地域住民と医療機関との相互理解と紛争予防にまで踏み込んだ

活動を行っている地域もある。これらの活動をさらに強化していく必要がある。 

超高齢社会の進展の下で、介護まで視野を広げた紛争解決のニーズは拡大し続けてい

る。また、昨今のコロナ下で医療機関の運営・経営が逼迫する中で、相互理解と紛争解

決の場としての医療ＡＤＲは、ますますその重要性を増している。 

 

 

－委員コラム－ 
 

弁護士会ＡＤＲの未来 

鈴木 一嗣（札幌弁護士会） 

弁護士、弁護士会を取り巻く環境は、劇的に変化しており、弁護士会ＡＤＲは、将来的に世の中

や利用者のニーズに応えられていない場合、 悪、存在していないか、仮に存在していても開店休

業という事態すら考えられる。弁護士の敷居は、高いと言われて久しいが、弁護士会ＡＤＲの在り

方につき、利用者の目線・立場から考えられているか不断の検証が必要となる。弁護士会ＡＤＲに

とって 強の競争相手は、現時点においては、裁判所の民事調停手続であるが、隣接士業を含めた

他の民間ＡＤＲも利用者のニーズを強く意識して様々に工夫している。弁護士会ＡＤＲが、将来に

亘って、利用され、存在意義を発揮していくには、これまで以上に利用者のニーズ、利便性等を意

識することが必要不可欠となる。2020年からのＣＯＶＩＤ-19の蔓延等を契機として、各地の弁護

士会ＡＤＲにおいて、現在、オンラインＡＤＲの導入が急速に進められているが、このような対応

は、利用者のニーズに応えるという意味でも、世の中の変化に柔軟に対応するという意味でも、積

極的に評価できる。また、弁護士会ＡＤＲが、他の紛争解決機関よりも利用されていくには、弁護

士会ＡＤＲが一定の優位性を備えている必要もある。弁護士会ＡＤＲの優位性の一つとしては、

様々な分野において活動する多くの弁護士という人材を有していることが考えられる。弁護士会Ａ

ＤＲは、この豊富な弁護士という人材を、調停人等として、活用することにより、他の紛争解決機

関と比較して、広範囲の紛争につき、効果的な紛争解決手段を提供することが可能となる。弁護士

会ＡＤＲは、弁護士という人材を活用することにより、他の紛争解決機関では提供できないような

紛争解決手段を提供していくことで、唯一無二の紛争解決機関として、利用者からの利用も継続し、

存続していけるはずである。 
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金融ＡＤＲ特別部会の 

活動 
 

 

１ 金融ＡＤＲ制度創設の経緯と弁護士会の対応 

⑴ 金融ＡＤＲ制度とは 

① 金融ＡＤＲ制度とは、金融に絡むトラブルを迅速・簡便・中立に解決することを

目指し、2009年の金融商品取引法等の金融関連法の改正により創設された金融分野

における裁判外紛争解決制度である（2010年４月施行）。本法制度の整備により、

業態毎に苦情処理手続及び紛争解決手続の業務を実施する機関として金融庁が指

定する「指定紛争解決機関」の制度が設けられ、各金融機関はその業態について指

定紛争解決機関が存在する場合には、同機関との間で紛争解決に関する手続実施契

約を締結することが義務付けられることとなった。 

② 金融ＡＤＲの紛争解決手続の特徴 

金融ＡＤＲには、紛争解決の実効性を確保し顧客が利用しやすくするために、金

融機関側に片面的に以下の義務が課される点で特徴がある。すなわち、金融機関は、

指定紛争解決機関にＡＤＲの申立てがされ、同機関から手続に応じるよう求められ

た場合や資料提出や報告を求められた場合には、正当な理由なくこれを拒んではな

らない（手続応諾義務・資料提出報告義務）。また、指定紛争解決機関は、相当と

認めるときは、金融機関が訴訟により争わない限りは受諾しなければならないとさ

れる特別な調停案を作成提示することができる（特別調停案受諾義務）。加えて金

融ＡＤＲでは、ＡＤＲ法に基づく認証ＡＤＲと同様、一定の時効完成猶予制度を採

用している。 

③ 指定紛争解決機関が存在しない業態の金融機関 

他方、当該業態において指定紛争解決機関が存在しない金融機関については、代

替措置として弁護士会仲裁センターなど一定の紛争解決機関による紛争解決手続

の措置義務がある。 

⑵ 弁護士会と金融ＡＤＲ 

① 金融庁からの要請 

金融ＡＤＲ制度の施行に先立って、日弁連ＡＤＲセンターは金融庁から、指定紛

争解決機関を設置しない業態についての紛争解決措置について協力要請を受けた。

これを受け、第二種金融商品取引業者の多くや「全国労働金庫協会」「全国信用金

庫協会」「全国信用組合中央協会」「全国農業共同組合中央会」「全国漁業協同組合

連合会」（以下併せて「５団体」という。）の本部が東京にあることから、東京三会

において、前述の金融機関側の片面的義務の条項を挿入する等の金融ＡＤＲの法制

度の趣旨を取り入れた「金融ＡＤＲ協定書雛形」が作成され、５団体その他金融機

関と協定が締結された。 

② 現地調停・移管調停 

 

金融ＡＤＲ特別部会部会長 

斎藤 輝夫 

（東京弁護士会） 
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上記５団体は全国規模の団体であり、申立人も全国各地に在住しているケースが

多く、弁護士会金融ＡＤＲも全国対応ネットワークが望ましいとの考えから考案さ

れたのが、現地調停・移管調停システムである。現地調停は、東京三会と東京三会

以外の弁護士会をテレビ電話会議で結び、双方にあっせん人を配置し遠隔地在住の

申立人の便宜をはかるあっせん方式であり、移管調停は、裁判の移送の如く、東京

三会に申立てのあった事件を、遠隔地の当事者に便宜な地域の弁護士会に移管する

方式である。いずれも、全国の弁護士会の協力のもと、地域限定型にみえる弁護士

会ＡＤＲを全国対応型に変える工夫である。 

 

２ 日弁連ＡＤＲセンターにおける金融ＡＤＲの現状と展望 

⑴ 現状 

現在、現地調停・移管調停制度をもつ東京三会の他、多くの弁護士会がそれぞれ金

融機関・団体と協定を締結し金融ＡＤＲが実施されている1。大半の協定書には、金融

機関の片面的義務等の条項などが取り入れられている。また、日弁連ＡＤＲセンター

では、毎年発行する仲裁ＡＤＲ統計年報の中で、１年間に全国の弁護士会に係属した

案件について、その概要を整理して公表している。統計によれば、2015年度〜2017年

度は、全国の弁護士会で１年間に受理した金融ＡＤＲ件数は35〜51件の幅で推移して

いたが、2018年度には65件に急増している。これは、資金決済法改正により仮想通貨

交換業が登録制となり（2017年４月施行、その後、暗号資産交換業に名称変更）、当該

業態の紛争が増加したためである。 

⑵ 展望 

以上の通り、弁護士会における金融ＡＤＲは、法制度の創設の経緯や制度の特異性、

弁護士会の工夫などから、制度開始以来、比較的活用されていると評価できる。また、

遠隔地在住の当事者の現地調停制度はリモートＡＤＲの先駆けとも言えるが、全国に

広がる単位弁護士会の協働を活かした制度で、双方に当事者とフェイス・トゥ・フェ

イスで話ができるあっせん人が用意されている点で、単なるオンラインＡＤＲと比べ

ても独自の存在価値があると言えよう。 

暗号資産交換業や金融サービス仲介業の新設、ＦＩＮＴＥＣＨビジネスの拡大など

を背景に、今後、弁護士会の金融ＡＤＲの役割はますます重要になると思われる。 

 

 

 

1 2020年７月現在で、全国の弁護士会の協定締結数は、個社532、団体59であり、団体との協定に基づく

受託社数の述べ総計は1376社である。 
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原発ＡＤＲの現状 
 

 

１ はじめに 

2011年３月11日に発災した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所爆発事故等（以

下「本件事故」という。）の被災者（個人、企業、協同組織等）は、膨大な数にのぼり、

その損害は甚大であって、その損害賠償は、被害者数、賠償件数、損害の種類、発生態

様の多様さ、賠償総額見込などの点で、過去に例をみない大規模なものとなった。 

それまで既に、原子力事故による被害者の救済等を目的とする「原子力損害の賠償に

関する法律」（昭和36年法律第147号。以下「原賠法」という。）に基づく原子力損害賠

償制度が設けられていた。 

一方、今回の福島第一原子力発電所及び第二原子力発電所において発生した事故に関

しては、文部科学省は、2011年４月11日に、原賠法第18条第１項に規定する事務を行わ

せるため、「原子力損害賠償紛争審査会」（以下「審査会」という。）を設置した（原子

力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令(平成23年４月11日公布、同日施行（平成23

年政令第99号)）。 

「審査会」は、「原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行う」（原賠法

第18条２項１号）こととなっているが、同「審査会」の委員は、10名にすぎず、大量の

「原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行う」のには適さない。 

そこで、文部科学省は、2011年７月27日に「原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関

する政令」（原賠法第18条３項、昭和54年政令第281号）を改正し、同「審査会」に「特

別委員」を置いて「仲介委員」とし、「和解の仲介」に当たらせるなど、所要の措置を

講ずることとした（「原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の一部を改正す

る政令」第７条の２第１項、第13条（2011年７月27日公布、同日施行））。 

この「改正政令」に基づき設置されたのが、「原子力損害賠償紛争解決センター」（原

発ＡＤＲ）である（2011年８月５日原子力損害賠償紛争審査会「原子力損害賠償紛争審

査会の和解の仲介の申立の処理等に関する要領」（以下単に「要領」という。）第６条）。 

 

２「原子力損害賠償紛争解決センター」（原発ＡＤＲ）の開設 

「原子力損害賠償紛争解決センター」（原発ＡＤＲ）（2011年８月26日総括委員会「原

子力損害賠償紛争解決センター組織規程」（以下単に「センター組織規程」という。）第

１条、第３条）は、2011年８月29日に、「東京事務所」（東京都港区新橋１-９-６ ＣＯ

Ｉ新橋ビル３階）を開設し、これを本拠とし、2011年９月１日から、「和解仲介手続申

立書」の受付を開始した。 

翌2012年８月６日には、「第一東京事務所」（東京都港区西新橋１-５-13 第８東洋海

事ビル９階）を開設し、当初の「東京事務所」は「第二東京事務所」となり、東京に２

か所の事務所が設置されることになったところ、2019年12月より、「第二東京事務所」

を「第一東京事務所」に集約し、「第一東京事務所」を「東京事務所」に名称変更した。 

 

原発ＡＤＲ等特別部会部会長 

渡部 晃 

（第一東京弁護士会） 
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東京以外では、福島事務所（福島県郡山市）、福島事務所支所として、県北支所（福

島市）、会津支所（会津若松市）、いわき支所（いわき市）、相双支所（南相馬市原町）

の５か所が、設置されている。（「原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告書」（原

子力損害賠償紛争解決センター令和３年３月。以下単に「センター活動状況報告書」と

いう。）２頁） 

 

３ 原発ＡＤＲの組織構成 

原発ＡＤＲは、総括委員会（要領第１条、第２条。2011年８月26日総括委員会「原子

力損害賠償紛争解決センター総括委員会運営規程」（以下単に「センター総括委員会運

営規程」という。）第２条、第６条）、パネル（仲介委員又はその合議体）（要領第３条、

センター組織規程第１条）、調査官（仲介委員を補佐する弁護士）（センター組織規程第

６条 ）、和解仲介室（要領第６条。センター組織規程第１条、第５条、第６条、セン

ター総括委員会運営規程第７条）で構成されている（歴代和解仲介室室長は現役裁判官

（東京地方裁判所民事部部総括）から就任されており、初代野山宏（33期）（2011年８

月～）、２代団藤丈士（35期）（2014年４月～）、３代佐々木宗啓（41期）（2017年12月～）、

４代古谷恭一郎（42期）（2021年１月～）となっている）。 

① 総括委員会は、３名の総括委員（原子力損害賠償紛争審査会の特別委員・非常勤）

（要領第１条。センター総括委員会運営規程第２条）から成り、仲介委員の実施す

る業務の総括を行う（総括委員長は富田善範弁護士（元東京高等裁判所部総括判事）、

総括委員橋本副孝弁護士、同高田裕成東京大学大学院教授である）。 

  総括委員会の重要な業務として、仲介委員の指名（平成23年８月26日総括委員会

「原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介業務規程」（以下単に「センター和解

仲介業務規程」という。）第16条）のほか、総括基準の策定、パネルに対する助言

等がある（要領第２条。センター総括委員会運営規程第６条）。 

② パネル（仲介委員又はその合議体）を構成する仲介委員は、270名（2021年１月１

日現在）である（「センター活動状況報告書」３頁参照）。 

  うち、224名が東京三会の会員弁護士、その余の46名が、関東10県会及び仙台弁

護士会等の会員弁護士であって、原子力損害賠償紛争審査会の特別委員（非常勤）

である。 

③ 調査官（仲介委員を補佐する若手弁護士）は、103名（2021年１月１日現在）であ

り（2021年１月１日現在）、全員が弁護士であって、非常勤の和解仲介室職員であ

る。 

④ 調査官以外の和解仲介室の職員は、文部科学省の職員のほか、裁判所、法務省か

らの出向者、派遣職員等からなっている（センター組織規程第５条、第６条）。 

 

４「中間指針」等の制定公表と運用 

原発ＡＤＲにおける和解解決のための重要な指針となったのが、審査会が定めた以下

にあげる各中間指針等である。 

2011年８月５日「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損

害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下単に「中間指針」という。）（原賠法第18条
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２項２号に基づく「原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の

指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」）。 

2011年12月６日「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損

害の範囲の判定等に関する中間指針追補（自主的避難等に係る損害について）」（「中間

指針追補」）。 

2012年３月16日「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損

害の範囲の判定等に関する 中間指針第二次追補（政府による避難区域等の見直し等に

係る損害について）」（「中間指針第二次追補」）。 

2013年１月30日「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損

害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補（農林漁業･食品産業の風評被害に係る

損害について）」（「中間指針第三次追補」）。 

2013年12月26日「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損

害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補（避難指示の長期化等に係る損害につい

て）」（「中間指針第四次追補」）。 

 

５ 時効中断及び消滅時効期間等の延長の法改正 

時効中断等（完成猶予・更新）のために次の手当てが用いられた。 

⑴ 訴え提起のみなし規定 

「原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場合（当該打切りが政令で

定める理由により行われた場合に限る。）において、当該和解の仲介の申立てをした者

がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となった請求につい

て訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、

訴えの提起があったものとみなす」と定めた（原賠ＡＤＲ時効中断特例法）（平成25

年６月５日公布法律第32号「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子

力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法

律」）。 

⑵ 時効期間の延長等 

民法724条の規定の適用については、同条１号中「３年間」とあるのは「10年間」

と、同条２号中「不法行為の時」とあるのは「損害が生じた時」とし、「同法第724条

の２の規定は、適用しない。」とされた（「第724条の２ 人の生命又は身体を害する不

法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第１号の規定の適用について

は、同号中「３年間」とあるのは、「５年間」とする。」を適用せず、人の生命又は身

体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についても、他の損害賠償請求

権と同様「10年間」とした）（東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた

原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係

る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律（平成25年法律第97号）。同法附則（平

成29年６月２日法律第45号）は、「この法律は、民法改正法の施行の日（筆者追記：2020

年（平成32年）４月１日）から施行する。（略）」と定めている）。 

また、平成29年改正前民法724条後段の長期の権利消滅期間（20年）については、

除斥期間を定めたものとされていた（ 一小判平成元年12月21日民集43巻12号2209頁）
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ところ、改正後の現行民法724条２号の長期の権利消滅期間（20年）を、短期のものと

同様に消滅時効期間とした（「時効中断・停止」を再構成した「時効の更新・完成猶予」

の規定が適用となり、又信義則違反や権利の濫用の主張が可能となった。筒井健夫・

村松秀樹編「一問一答民法（債権関係）改正」（2018年３月15日）41頁、63頁参照）。 

 

６ 申立件数等の概要 

申立件数の各年の推移については、平成23年（同年９月～12月）521件、平成24年4542

件、平成25年4091件、平成26年5217件、平成27年4239件、平成28年2794件、平成29年1811

件、平成30年1121件、平成31年（令和元年）1209件、令和２年862件となっている。 

申立開始初年の平成23年を除けば、平成24年から平成27年までが毎年4000件以上であ

り［ 高が平成26年の5217件］、以降、平成28年2000件台、平成29年から平成31年（令

和元年）までが、1000件台、令和２年が862件と申立件数の減少が顕著となっている。 

令和２年12月28日現在の申立件数の結果等の合計取扱い状況については、申立件数は

26,407件、既済が25,692件（全部和解20,562件、和解打ち切り2,228件、取下げ2,900件、

却下１件、和解仲介をしない１件）、現在進行中715件となっている。 

人数ベースでいうと、平成25年５月29日から７月２日まで、２件で約15000人超の申

立等（浪江町民集団申立）の大量申立が多数あり、申立人数（法人等団体を含む）ベー

スでいえば、累計11万7090人にものぼるようである（「センター活動状況報告書」５頁

参照）。 

また、2021年は、消滅時効の関係からか、2021年１月から同年５月31日までの申立件

数が666件と激増しており、通年では、前年を上回り、再び1000件を超える勢いである。 

 

７ 仲介委員間の情報交換 

原発ＡＤＲの各仲介委員において、担当事件の手続係属中に仲介委員同士で情報交換、

意見交換をすることの必要性は当初から認識されていた。 

というのも、原発ＡＤＲの和解仲介については、日本は勿論のこと、世界でも初めて

の原発事故による大量の損害賠償事案のＡＤＲであることから、様々なことが初めての

経験であり、事件間、仲介委員間で、ある程度の幅の基準の統一性がなければ、利用者

や社会一般から信頼を失うことになる。 

一般的に、「中間指針」等の運用のほか、調査官を通じた情報交換、複数の合議体間

での協議（パネル間協議）、総括基準や解決事例の策定・公表といった仕組みが設けら

れているわけであるが、このほかに、2011年９月１日以降、仲介委員の研究会を自主的

に、当初は毎週、その後月１回、現在は年８回のペースで開催し、自らが現に担当して

いる案件の問題点等を報告し、意見交換を行ってきた（原発ＡＤＲ研究会（仲介委員研

究会）（代表渡部晃、代表代行鈴木雅芳、同加藤俊子、同本山正人）。 

2021年５月22日時点で、原発ＡＤＲ研究会を118回、原発ＡＤＲ報告会（テレビ会議

による地方配信）を35回行ってきた（合計153回）（原発ＡＤＲ研究会については、2013

年３月12日の第42回原発ＡＤＲ研究会以降、原発ＡＤＲ報告会については同年４月５日

の第11回原発ＡＤＲ報告会以降、「文部科学省と原発ＡＤＲ研究会の共催」となってい

る）。 
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2021年６月以降も、年間６回の原発ＡＤＲ研究会、２回の原発ＡＤＲ報告会を引き続

き行う予定である。 

 

８ 原発ＡＤＲの今後 

未済案件や今後申立てが見込まれる案件の迅速な解決のために、原発ＡＤＲの担うべ

き役割は引き続き重要であり、今後とも日弁連、東京三弁護士会を中心とした各弁護士

会が、これを支援してゆくであろう。 

一方で、福島第一原子力発電所周辺に設置した多数のタンクに貯蔵している大量の

「汚染水」の処理（たとえば海洋放流）の動向も気になるところである。 

場合によっては、処理に起因する原発ＡＤＲに対する多数の申立がなされる可能性が

残っているためである。 

 

 

 

－委員コラム－ 
 

弁護士会ＡＤＲ活動の課題 

 

農端 康輔（第二東京弁護士会） 

 

弁護士会ＡＤＲは、弁護士会ＡＤＲにすでに積極的に関わっている弁護士にとっては魅力的なも

のに見えていると思われる。我々は、弁護士会ＡＤＲが魅力的であると感じるからこそ、弁護士会

ＡＤＲに関わり続けているのだろう。 

しかし、それ以外の弁護士、さらには一般の利用者や潜在的利用者に、弁護士会ＡＤＲどのよう

に映っているのであろうか。また、そもそも知られているのだろうか。弁護士会ＡＤＲをよく知ら

ない弁護士も実際には多いように思われる。 

2007年の「医療ＡＤＲ」の開始以来、東京三弁護士会は「金融ＡＤＲ」「国際家事ＡＤＲ」など

いくつかの「専門ＡＤＲ」を始めている。この取組みは、当該分野の経験が豊富な弁護士があっせ

ん人を担当することを制度として担保するとともに、当該分野について弁護士会ＡＤＲが利用可能

であることを公にしており、利用者にとって広報面での「シグナル」の意味も持っていると思われ

る。 

「専門ＡＤＲ」が拡充されるのとは逆に、二弁では専門ＡＤＲ以外の事件数が減少傾向にある。 

地味ではあるが、１件１件について、利用者や利用者代理人にとって少しでも満足できる手続、

納得できる手続を実施することが、弁護士会ＡＤＲへの認知度を高め、弁護士会ＡＤＲのリピート

的な利用を拡大させると思われる。 

さらに、現在の目からみて、弁護士会ＡＤＲならではの「よさ」や「メリット」を突き詰めて明

らかにすること、それを言語化して共有することも改めて我々に求められているのだろう。 

一方、様々な専門ＡＤＲが拡充するなどの動きの中で、弁護士会ＡＤＲの活動に関わる弁護士の

負担が増えている実情もあると思われる。 

今後、若手弁護士や将来の弁護士にとって、弁護士会ＡＤＲに関する活動に関わること自体を魅

力的なものにすることも、我々に課された課題である。 
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国際家事ＡＤＲ 

特別部会の活動 
 

 

１ 国際家事ＡＤＲ特別部会では、国際的な要素のある家事案件についての和解あっせん

手続に関する情報交換、情報発信を活動内容としている。 

 

２ その中心となるのが、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」（以下「ハー

グ条約」という。）及びその国内実施法に基づき、ＡＤＲ機関が外務省からの委託を受

けて行っている「国際家事ＡＤＲ」事業に関する情報交換、情報発信である。 

2014年４月１日、日本においてハーグ条約が発効し、条約上の中央当局である外務省

は、同条約に基づく子の返還案件や面会交流案件についての協議のあっせんを、和解あ

っせんのプロフェッショナルであるＡＤＲ機関に業務委託することとした。これが「国

際家事ＡＤＲ」事業である。 

「国際家事ＡＤＲ」事業の仕組みは、外務省が、ハーグ条約に基づく援助決定を受け

た案件の当事者に対し、自らも協議のあっせんを行うと同時に、委託先ＡＤＲ機関を紹

介し、当事者は、必要に応じ委託先ＡＤＲ機関に対し和解あっせんの申立てをし、委託

先ＡＤＲ機関は、申立てを受け、各機関の手続に則って和解あっせんを行う、というも

のである。申立ては、援助決定を受けた当事者（子を連れ去られた親 Left Behind 

Parent）だけでなく、その相手方（子を連れ去った親 Taking Parent）の側からも行

える。当事者は、国の援助により、原則として無料でこの和解あっせん手続を利用でき

る。４回の期日での和解を目指すが、和解の見込みがある事案であれば５回以上の期日

が開かれることもある。 

初年度である2014年度においては、東京三弁護士会、公益社団法人総合紛争解決セン

ター（大阪）、沖縄弁護士会の５団体が外務省と業務委託契約を締結した。 

2020年12月末までの６年９か月の間に、全国で54件の申立てがなされ、18件について

和解が成立した。 

2021年度は東京三弁護士会、愛知県弁護士会、公益社団法人民間総合調停センター（大

阪）、福岡県弁護士会の６団体が委託を受けている。沖縄弁護士会は、2019年５月に公

益社団法人民間総合調停センターと協定を締結し、同センターの和解あっせん手続を沖

縄県内で行う体制を整えている。 

 

３ また、海外のＡＤＲ機関と連携して行う二国間共同調停についても、外務省からの業

務委託がされており、2016年にドイツのＡＤＲ機関ＭｉＫＫと第一東京弁護士会が、ま

た2017年にイギリスのＡＤＲ機関Ｒｅｕｎｉｔｅと愛知県弁護士会が、2019年にシンガ

ポールのＡＤＲ機関ＳＭＣと愛知県弁護士会が、それぞれ協定を締結している。第一東

京弁護士会仲裁センターにおいてＭｉＫＫとの共同調停第１号案件の和解あっせんが

2019年度から2020年度にかけ行われ、無事、和解が成立した。 

 

国際家事ＡＤＲ特別部会部会長 

蓑毛 誠子 

（第二東京弁護士会） 
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４ ＡＤＲ機関の和解あっせんには、裁判所における和解や調停と比較し、①当事者が住

所地にかかわらず任意のＡＤＲ機関を選択できる、②当事者が和解あっせん人の選任に

ついての希望を述べることができる（例えば、「国際家事ＡＤＲ」では、一方当事者か

ら女性２名の和解あっせん人の選任希望があり、これに他方当事者が応じた結果、希望

どおりの和解あっせん人が選任された事例がある。）、③インターネットビデオ会議や電

話会議の積極的活用、申立てから近接した日程、連続した日程、時差に配慮した時間帯

での期日開催など、柔軟な手続が用意されているというメリットがある。 

国際的な要素のある家事案件、とくに子の監護について争いが生じている案件におい

ては、子が誰とどこに住むか、面会交流の方法や頻度、子の移動や教育等に関する費用

負担等、取り決めを要する事項が複雑多岐にわたり、異なる文化や習慣についてのきめ

細やかな配慮も要することから、柔軟な話し合いにより友好的に解決することが、子に

とって望ましく、ＡＤＲの手続の柔軟性が本領を発揮する場面が多くみられる。 

 

５ 「国際家事ＡＤＲ」事業の運営、また、各機関が国際的な要素のある家事案件を取り

扱うに当たって、今後とも手続の柔軟性を活かし、友好的な解決に貢献することができ

るよう、当特別部会としても、積極的な情報発信を行っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－18－

第２章　センター 20年の歩み（年譜）第２章　センター 20年の歩み（年譜）

回回 担担当当会会

１９９７年
（H９）

1
第二
東京

１９９８年
（H10）

2 名古屋

１９９９年
（H11）

裁判外紛争処理機関（ＡＤＲ）協議会設置
（構成はＡＤＲ関連８委員会）

10 3 広島

２０００年
（H12）

司法制度改革審議会中間報告
「ＡＤＲが国民にとって裁判と並ぶ魅力的
な選択肢となるよう」

13 4
第一
東京

２００１年
（H1３）

裁判外紛争処理機関（ＡＤＲ）協議会を発
展的に解消

ＡＡＤＤＲＲ（（裁裁判判外外紛紛争争処処理理機機関関））セセンンタターー設設
置置

第１２回弁護士業務改革シンポジウム第３
分科会
テーマ「裁判外紛争解決と弁護士及び弁
護士会の役割」

１４
（１５）

鈴木　誠
（第二東京）

大川　宏
（第二東京）

5 大阪

２００２年
（H14）

仲裁統計年報（全国版）
日弁連が発行することになった

１７
（１９）

鈴木　誠
（第二東京）

大川　宏
（第二東京）

6 東京

２００３年
（H15）

①第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充等）
②第２部会（各種ＡＤＲとの関係研究等）
③第３部会（ADR基本法・仲裁法改正の
検討と提言等）
④第４部会（広報・渉外、全国仲裁セン
ター連絡協議会の開催、仲裁統計年報
の発行等）

１７
（１９）

鈴木　誠
（第二東京）

及川健二
（東京）

7
第二
東京

２００４年
（H16）

１７
（１９）

吉岡桂輔
（東京）

及川健二
（東京）

8 兵庫県

２００５年
（H17）

１９
（２１）

吉岡桂輔
（東京）

及川健二
（東京）

9 福岡県

年年度度 部部　　　　　　会会ＡＡＤＤＲＲセセンンタターーのの動動きき 委委員員長長 事事務務局局長長
ＡＡ  ＤＤ  ＲＲ
設設置置会会

（（セセンンタターー））

①第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充等）
②第２部会（各種ＡＤＲとの関係研究等）
③第３部会（国際仲裁の検討等）
④第４部会（ADR基本法・仲裁法改正の
検討と提言等）
⑤第５部会（広報・渉外、全国仲裁セン
ター連絡協議会の開催、仲裁統計年報
の発行等）

①第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充発展）
②第２部会（各種ＡＤＲとの関係研究）
③第３部会（ＡＤＲ促進法関係）
④第４部会（広報・渉外）
⑤第５部会（研修・教育）
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１９９７年
（H９）

１９９８年
（H10）

１９９９年
（H11）

２０００年
（H12）

２００１年
（H1３）

２００２年
（H14）

２００３年
（H15）

２００４年
（H16）

２００５年
（H17）

年年度度
テテ　　　　ーー　　　　ママ 参参加加者者 回回 テテ　　　　ーー　　　　ママ 参参加加者者

①仲裁運営と手数料のあり方について

②仲裁申立ての増加策と相手方の出頭の確保
について

③協議会の今後の運営について

消費税５％に引き上
げ

香港中国に返還

①あっせん・仲裁センターにおける専門家の協
力

②広報活動のあり方について

①斡旋、調停、仲裁における同席方式、非同席
（交互）方式の長短と今後のあり方について
（ニューヨーク州公認調停委員レビン小林久子
氏）

②斡旋・仲裁センターの飛躍的活性化を図るた
めの方策について

①仲裁判断の履行確保について

②新世紀の司法を拓く仲裁－期待される仲裁セ
ンターとは何か

各種ＡＤＲの問題点と解決策 米同時多発テロ

医療事故の裁判外紛争解決に向けて
どのようにしたら医療事故を裁判外で解決でき
るのか

弁護士会ＡＤＲの現状と展望
　～魅力的な紛争解決機関をめざして～

104
自衛隊イラク派遣

米英イラク攻撃

より信頼される調停人となるために
　～調停人の技法と研修のあり方～
（基調講演：池田辰夫大阪大学法科大学院教
授）

90 1
①窓口（受付）の苦情に対する対応

②手数料・財政等のお金に関する問題
新潟県中越地方地震

ＡＤＲ促進法とＡＤＲ機関の協働について
　～専門士業の連携による利用しやすいＡＤＲを
～
（基調講演：川嶋四郎九州大学大学院教授）

147 2

①記録管理をどうやっていますか

②手続実施者（仲裁人等）選任をどうやっていま
すか

マンション等耐震偽装
発覚

主主なな出出来来事事
全全国国仲仲裁裁セセンンタターー連連絡絡協協議議会会 実実務務懇懇談談会会
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回回 担担当当会会
年年度度 部部　　　　　　会会ＡＡＤＤＲＲセセンンタターーのの動動きき 委委員員長長 事事務務局局長長

ＡＡ  ＤＤ  ＲＲ
設設置置会会

（（セセンンタターー））

２００６年
（H18）

ＡＡＤＤＲＲ（（裁裁判判外外紛紛争争解解決決機機関関））セセンンタターーにに
改改称称

①第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充発展）
②第２部会（弁護士会以外のＡＤＲ機関
との連携、ＡＤＲ法関係への対応）
③第３部会（広報・教育・研修）

２２
（２５）

高木佳子
（第二東京）

春名一典
（兵庫県）

10 横浜

２００７年
（H19）

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関
する法律」施行

①第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充発展）
②第２部会（弁護士会以外のＡＤＲ機関
との連携、ＡＤＲ法関係への対応）
③第３部会（広報・教育・研修）
④特別部会（隣接士業団体からのＡＤＲ
に関する協議申入に対応）

２４
（２８）

高木佳子
（第二東京）

春名一典
（兵庫県）

11 愛知県

２００８年
（H20）

全国８高裁所在地近辺の弁護士会ＡＤＲ
に「医療ＡＤＲ」を設置

①第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充発展）
②第２合同部会（ＡＤＲ関係法への対
応、広報・教育・研修）
③渉外提携特別部会（隣接士業団体か
らのＡＤＲに関する協議申入に対応）
④医療ＡＤＲ特別部会

２６
（３０）

渡部　晃
（第一東京）

森　倫洋
（第一東京）

12 岡山

２００９年
（H21）

総務省の依頼により「地デジＡＤＲ」構築、
実施に協力

２６
（３０）

渡部　晃
（第一東京）

森　倫洋
（第一東京）

13 仙台

２０１０年
（H22）

金融商品取引法改正。金融機関、金融関
係団体と「金融ＡＤＲ」協定締結、運用

２６
（３０）

渡部　晃
（第一東京）

森　倫洋
（第一東京）

14 大阪

２０１１年
（H23）

「原発ＡＤＲ」組成への協力、研究会・報告
会の開催

３０
（３３）

渡部　晃
（第一東京）

森　倫洋
（第一東京）

15 札幌

２０１２年
（H24）

①第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充発展）
②第２部会（ＡＤＲ関係法等への対応）
③出版研修特別部会
④医療ＡＤＲ特別部会
⑤国際投資紛争特別部会

３１
（３４）

渡部　晃
（第一東京）

森　倫洋
（第一東京）

16 京都

２０１３年
（H25）

３２
（３５）

渡部　晃
（第一東京）

森　倫洋
（第一東京）

17 愛媛

２０１４年
（H26）

ハーグ条約の国内法施行

外務省の補助を受け「国際家事ＡＤＲ」を
実施

３２
（３５）

及川健二
（東京）

森　倫洋
（第一東京）

18 沖縄

①第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充発展）
②第２部会（ＡＤＲ関係法等への対応）
③出版研修特別部会
④医療ＡＤＲ特別部会
⑤金融ＡＤＲ特別部会
⑥震災・原発ＡＤＲ特別部会
⑦国際投資紛争特別部会（ＴＰＰ関連）
⑧国際家事ＡＤＲ特別部会

①第１部会（弁護士会ＡＤＲの拡充発展）
②第２部会（ＡＤＲ関係法等への対応）
③出版研修特別部会
④医療ＡＤＲ特別部会
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年年度度

２００６年
（H18）

２００７年
（H19）

２００８年
（H20）

２００９年
（H21）

２０１０年
（H22）

２０１１年
（H23）

２０１２年
（H24）

２０１３年
（H25）

２０１４年
（H26）

テテ　　　　ーー　　　　ママ 参参加加者者 回回 テテ　　　　ーー　　　　ママ 参参加加者者
主主なな出出来来事事

全全国国仲仲裁裁セセンンタターー連連絡絡協協議議会会 実実務務懇懇談談会会

弁護士会ＡＤＲの課題と展望
　～ＡＤＲ法の施行に向けて～
（基調講演：山本和彦一橋大学大学院教授）

133 3
①認証

②利用者に対する説明、苦情処理
84

納得できる解決を目指して　～弁護士会ＡＤＲに
おける医療紛争解決の実状と可能性～

336 4
①認証のノウハウ

②センター活性化策
89

トラブルを克服する社会づくりを目指して　～対
話促進に法律的整理を加えた岡山モデルの提
案～

136 5

①窓口（受付）に寄せられる困った問題への対
応

②中小規模弁護士会・支部センター成功策

87

弁護士がＡＤＲ仲裁人となることの意義
　～「２．５人称の視点」をもとに考える～
（基調講演：ノンフィクション作家・評論家柳田邦
男氏）

138 6
①窓口（受付）の悩みとその解決

②あっせん仲裁人の選任等について
77

民主党へ政権交代

裁判員裁判開始

総合紛争解決センターについて 143 7

①弁護士会ＡＤＲ担当事務局としての仕事とや
りがい・工夫

②弁護士会ＡＤＲの活性化策

90

仲裁センター・紛争解決センターの活性化

活性化実現のため未設置会・隣接弁護士会と
の連携の在り方及び震災ＡＤＲの活用について

102 8

①受付後の事務手続の流れ・記録の保管管理
等

②ＡＤＲの費用に関する問題・事件数の増加に
向けた工夫等

89 東日本大震災

内から見たＡＤＲ　～会員の意識調査を踏まえ
て～外から見たＡＤＲ　～ユーザー目線のＡＤＲ
戦略～

171 9
①事件終結をめぐる諸問題

②法律相談前置のあれこれ
83 自公政権

あるべき医療ＡＤＲの姿を求めて～小規模弁護
士会での医療ＡＤＲの可能性～

156 10

①利用者に対する窓口対応等について

②地に足のついた会内周知・会員に対する利用
促進

104 アベノミクス

家事事件とＡＤＲ～家事紛争解決機関の担い手
としての弁護士会の役割と課題～
（基調講演：CoIin P.A.Jones同志社大学法科大
学院教授、大塚正之早稲田大学大学院教授）

132 11
①和解という知恵

②弁護士会ＡＤＲだから解決できた案件
100

広島土砂災害

イスラム国勢力拡大
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回回 担担当当会会
年年度度 部部　　　　　　会会ＡＡＤＤＲＲセセンンタターーのの動動きき 委委員員長長 事事務務局局長長

ＡＡ  ＤＤ  ＲＲ
設設置置会会

（（セセンンタターー））

２０１５年
（H27)

３２
（３５）

及川健二
（東京）

増田卓司
（愛知県）

19
東京
三会

２０１６年
（H28）

３３
（３６）

山﨑司平
（第二東京）

増田卓司
（愛知県）

20 仙台

２０１７年
（H29）

３４
（３７）

山﨑司平
（第二東京）

増田卓司
（愛知県）

21 奈良

２０１８年
（H30）

３４
（３７）

山﨑司平
（第二東京）

増田卓司
（愛知県）

22 群馬

２０１９年
（R1）

遠隔地ADR、オンライン調停（ODR）の検
討開始

①第１部会（弁護士会ADRの拡充・発
展）
②第２部会（広報・研修・関係法）
③医療ADR特別部会
④金融ADR特別部会
⑤原発ADR等特別部会
⑥国際家事ADR特別部会

３５
（３８）

斉藤睦男
（仙台）

九石拓也
（第二東京）

23 熊本

２０２０年
（R2）

ADRによる和解合意に対する執行力付与
検討開始

①第１部会（弁護士会ADRの拡充発展）
②第２部会（広報・研修・関係法）
③第３部会（遠隔地ADR）
④第４部会（専門ADR：医療、金融、原
発、国際家事）

３５
（３８）

斉藤睦男
（仙台）

九石拓也
（第二東京）

24
第二
東京

２０２１年
（R3）

①第１部会（弁護士会ADRの拡充・発
展）
②第２部会（専門ADR：医療、金融、原
発、国際家事）
③第３部会（遠隔地ADR）
※広報・研修・関係法は正副委員長・事
務局会議が所管

３５
（３８）

斉藤睦男
（仙台）

九石拓也
（第二東京）

25 和歌山

①第１部会（弁護士会ADRの拡充発展）
②専門ＡＤＲ拡充検討部会
③出版研修特別部会
④医療ADR特別部会
⑤金融ADR特別部会
⑥原発ADR等特別部会
⑦国際家事ADR特別部会

①第１部会（弁護士会ADRの拡充発展）
②第２部会（広報・研修・関係法）
③医療ADR特別部会
④金融ADR特別部会
⑤原発ADR等特別部会
⑥国際家事ADR特別部会
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年年度度

２０１５年
（H27)

２０１６年
（H28）

２０１７年
（H29）

２０１８年
（H30）

２０１９年
（R1）

２０２０年
（R2）

２０２１年
（R3）

テテ　　　　ーー　　　　ママ 参参加加者者 回回 テテ　　　　ーー　　　　ママ 参参加加者者
主主なな出出来来事事

全全国国仲仲裁裁セセンンタターー連連絡絡協協議議会会 実実務務懇懇談談会会

弁護士会医療ＡＤＲの役割～対話と信頼に向け
て～

会場：
  92
ＴＶ：
  約80

12

①窓口に寄せられる問題とその対応

②弁護士会ＡＤＲをより使いやすくするための方
策等について（弁護士会ＡＤＲならではの解決事
案報告）

96

「質」が「量」を生む
　～これまでの１０年　これからの１０年～

144 13

①事務局で語り合おう、事務局に寄せられる問
題とその対応

②運営委員会の在り方について

86 熊本地震

こんなこともできるＡＤＲ　こんなに便利ＡＤＲ 109 14

①事務局で語り合おう、事務局に寄せられる問
題とその対応

②弁護士会ＡＤＲの課題ーなぜ利用が増えない
のか

111 九州北部豪雨

フランスにおけるＡＤＲ事情と弁護士の意識
（基調講演：町村泰貴成城大学教授）

132 15
①事務処理・事務手続の効率化に関する工夫

②利用増加に向けた具体的取組の在り方
104

大阪北部地震

西日本豪雨

北海道胆振東部地震

各被災地における災害ＡＤＲを通じて
　～弁護士会ＡＤＲの有用性と今後の展望

（「災害ADRを推進するための提言」を採択）

161 16
①ADR運営における課題と工夫

②災害ADR制度の情報交換
100

平成から令和へ

関東甲信、東北
台風豪雨

英国ＥＵ離脱

これまでのＡＤＲ、これからのＡＤＲ
～利用されるＡＤＲとなるためには～
（基調講演：山田文京都大学大学院教授）

（コロナ禍のためWeb開催）

約170 （コロナ禍のため中止）

新型コロナウイルス
感染症の蔓延

障害者なんでもADR
（基調講演：西倉実季和歌山大学准教授）

東京オリンピック，
東京パラリンピック
開催
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第３章　各弁護士会ＡＤＲセンターの紹介（設立順）第３章　各弁護士会ＡＤＲセンターの紹介（設立順）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

　第二東京弁護士会仲裁センターは、平成２年１月に全国の弁護士会に先駆けて設立されました。
管轄を問わない、事件を選ばない、気軽に現地に出かける、一級建築士などの専門家を活用できる、土日の期
日開催など、民間だからこそできる機動的・柔軟な手続運営と納得のできる解決が特色です。

新型コロナウィルスに伴う緊急事態宣言等を受け、期日開催において原則としてウェブ会議を利用するな
ど、より利用しやすい手続への対応も進めています（令和３年３月現在）。

令和２年１１月からは、第二東京弁護士会が「フリーランス・トラブル110番」の運営を開始し、フリーラ
ンスの方のトラブルについて、仲裁センターの和解あっせん手続が活用されています（令和３年３月現在）。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

第第二二東東京京弁弁護護士士会会仲仲裁裁セセンンタターー

設立日　　平成２年１月１８日

所在地　　〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3　弁護士会館9階

連絡先電話番号　　03-3581-2249 ＵＲＬ　　https://niben.jp/chusai/index.html

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（子ども学校ADR　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

新潟県弁護士会では，民事上の紛争について，裁判を使わず当事者双方の話し合いによる解決をサポートす
るため示談斡旋センターを設置しています。

ご近所問題や親族関係・契約トラブルなどの法律問題について，豊富な経験を持つ弁護士があっせん員とな
り，申立人と相手方の話をよく聞いた上で，公正・中立な立場で法的観点から適切なアドバイスを行い，紛争
の早期解決を目指します。

申立ご希望の方には，申立されようとする案件が示談あっせんに適するものかどうかを，まず，弁護士に面
談で相談していただくことをおすすめしています。

法律相談のご予約，示談あっせんのお問い合わせは，新潟県弁護士会（☎025-222-5533）までお電話く
ださい。

新新潟潟県県弁弁護護士士会会示示談談ああっっせせんんセセンンタターー

設立日　　平成５年７月１日

所在地　　〒951-8126　新潟市中央区学校町通一番町1番地

連絡先電話番号　　025-222-5533 ＵＲＬ　　http://www.niigata-bengo.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介
当センターは、当事者主体の話し合いによる解決を目指して研修・研究を重ねて参りました。同時に、近年で
は、医療ADR、金融ADR（暗号資産交換業者を含む）、さらに学校問題ADRなどの専門ADRを増やし、各分
野の専門家による各分野に適した紛争解決機関の構築を図っています。
当センターのあっせん人には、あっせん・調停経験の豊富な弁護士、元裁判官が多数登録しており、当事者の
ニーズに応じたあっせんを行うことができること、かつ、そのほぼ全件にあっせん人補として若手弁護士を関
与させ、次世代の育成に力を入れていることも当センターの強みといえます。

リモートＡＤＲ対応　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

東東京京弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成６年６月１７日

所在地　　〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3　弁護士会館6階

連絡先電話番号　　03-3581-0031 ＵＲＬ　　https://www.toben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（学校問題ADR）

災害ＡＤＲの設置　　　　 　 　　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　  　　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

市民の方に親しみを持ってもらうため、ADRの名称を「はなしあいサポート（愛称：はなサポ）」に変えて
チラシ等を作成して広報を行っています。

災害ADRと新型コロナADRについては、申立てと応諾の際の書面作成を弁護士が代行するサポート制度を導
入しています。また、Zoomを用いた遠隔での期日開催にも対応可能であり、上記のサポート制度とともに、市
民の方のADR制度の利用促進につながっています。

リモートＡＤＲ対応　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

広広島島弁弁護護士士会会仲仲裁裁セセンンタターー

設立日　　平成６年６月１７日

所在地　　〒730-0011　広島市中区基町6番27号　そごうデパート新館6階　　紙屋町法律相談センター

連絡先電話番号　　082-225-1600 ＵＲＬ　　http://www.hiroben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

当センターは，平成７年３月に開設され，簡易・迅速・公平をモットーに，損害賠償，建築紛争，近隣紛争，
交通事故，相続，離婚等民事紛争全般の解決を取り扱っています。和解あっせん手続のほか，仲裁法に基づく
仲裁手続も実施しています。あっせん人・仲裁人は，法曹経験７年以上の当会会員弁護士が担当します。事案
によっては建築士等他の分野の専門家が加わることがあります。当センターは，平成２０年３月，ＡＤＲ法
（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律）に基づく法務大臣の認証を取得しました。これにより，和
解あっせん手続において，時効中断効や調停前置の特則等が認められ，市民の方にとってより利用し易くなり
ました。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　検討中　　　　　　　　）

  神神奈奈川川県県弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成７年３月１日

所在地　　〒231-0021　横浜市中区日本大通9

連絡先電話番号　　045-211-7716 ＵＲＬ　　http://www.kanaben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　検討中　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介
当センターでは，一般のＡＤＲに加え，医療ADR（東京三会合同）、金融ADR（東京三会合同）、住宅ＡＤ
Ｒ、国際家事ＡＤＲ（ハーグ条約対応）など、各専門分野における紛争に対処するための特別の枠組みを設け
るなど、幅広い事案に対応可能な体制を構築しています。また，新型コロナ対応ＡＤＲのいち早い設置（同Ａ
ＤＲでは応諾事案について特に高い解決率を有しております。）や国際家事調停におけるドイツとの２国間共
同調停事業の実施など，既存のADR手続きに加え，社会情勢や需要に応じた新たなADR手続きにつきましても
積極的に提供しております。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

第第一一東東京京弁弁護護士士会会仲仲裁裁セセンンタターー

設立日　　平成７年４月１４日

所在地　　〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3　弁護士会館11階

連絡先電話番号　　03-3595-8588 ＵＲＬ　　http://www.ichiben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）



－27－－26－

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

災害ＡＤＲの設置　　　　　  　　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

当センターは、示談あっせんの申立てに際し、申立て手数料を無料とし、また事前に弁護士に相談する必要も
ないこととして、簡易・迅速な申し立てを実現しております。
また、当センターは平成７年１０月に開設されましたが、２０周年を迎えた平成２８年からより一層センター
の活動のＰＲに力を入れ始め、平成２９年からは、平成２８年以前より大きく申立件数を伸ばしつつあります
（平成２８年以前の２０年間の年平均申立件数が約６件、平成２９年から令和２年の４年間の年平均申立件数
が約２７件）。それに伴い、企業間紛争、学校トラブル、男女問題、家庭内紛争、介護問題など幅広い案件を
取り扱うようになり、かつ解決してきました。
令和２年には災害ＡＤＲ規則を定め、災害ＡＤＲを設置しました。当センターは今後もより皆様が利用しやす
いセンターを目指していきます。

リモートＡＤＲ対応　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

埼埼玉玉弁弁護護士士会会示示談談ああっっせせんん・・仲仲裁裁セセンンタターー

設立日　　平成７年１０月１日

所在地　　〒336-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂4-2-1　浦和高砂パークハウス1階

連絡先電話番号　　048-710-5666 ＵＲＬ　　http://www.saiben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

岡山仲裁センターでは，「当事者間の話し合いによる自主的な紛争解決を促す」との理念に基づき，原則と
して双方当事者が同席して期日を実施しています。また，リモート仲裁や出張仲裁などの制度を設けるなど，
市民の皆様が利用しやすい紛争解決機関を目指しています。また，事案に応じて，建築士，不動産鑑定士，土
地家屋調査士，税理士，社会保険労務士，医師，カウンセラーなどの様々な専門家の協力も得られます。近年
では，特に建築紛争についてのニーズが高まっていると感じており，新たな専門ADRの設置も視野に入れ，さ
らに注力していきたいと考えております。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

岡岡山山弁弁護護士士会会　　岡岡山山仲仲裁裁セセンンタターー
＆＆行行政政仲仲裁裁セセンンタターー岡岡山山＆＆医医療療仲仲裁裁セセンンタターー岡岡山山

設立日　岡山弁護士会岡山仲裁センター：平成9年3月1日
             行政仲裁センター岡山：平成19年3月1日
             医療仲裁センター岡山：平成21年9月1日

所在地　　〒700-0807　岡山市北区南方1-8-29

連絡先電話番号　　086-223-4401 ＵＲＬ　　https://www.okaben.or.jp

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　行政ADR　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

愛愛知知県県弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー（（本本会会・・西西三三河河支支部部））

設立日　　平成９年４月

所在地　　名古屋本部　〒460-0001　名古屋市中区三の丸1-4-2　愛知県弁護士会館2階

所在地　　西三河支部　〒444-0804　岡崎市明大寺町字道城ヶ入34番地10

連絡先電話番号 名古屋本部　052-203-1777 西三河支部　05６４-５４-９４４９

リモートＡＤＲ対応　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　実施に向けて検討中　　　　　）

当センターは、平成9年４月に設立された後、平成20年6月に法務省の認証ＡＤＲとなり、全国で最も申立件
数の多い弁護士会ADR機関として精力的な活動を行ってきました。当センターでは、専門性の高い紛争に対応
するため、建築士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、カウンセラー、社会福祉士、IT関連業者等の専門家あっせ
ん・仲裁人候補者に加えて、全体の約2割を占める医療事件の解決のため、医師５２名、歯科医師６名の専門委
員候補者を備えています。この他、金融ADR、国際家事ADR（ハーグ条約案件）にも取り組んでおり、民事に
関する幅広い紛争を適切、かつ迅速に解決できる体制を整えています。

ＵＲＬ　　https://www.aiben.jp/about/adr/kaiketsucenter.html

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

当センターは，平成１０年３月に設立され，２４年目を迎えました。地域の紛争を簡易・迅速に解決するた
め，形式にとらわれない柔軟な対応を心がけてきました。金融，保険，医療，建築等の幅広い分野の案件を取
り扱ってきたほか，企業と近隣住民との意見調整，組織内部の問題といった裁判による解決が困難な案件をも
積極的に取り扱ってきました。また，金融機関との間でＡＤＲ協定を締結し，紛争解決業務を受託していま
す。直近では，令和元年に地元証券会社との間で新たに協定を締結しました。今後は，さらに地域の皆様が利
用しやすい体制を整え，より一層多くの紛争を解決したいと考えています。

岐岐阜阜県県弁弁護護士士会会示示談談斡斡旋旋セセンンタターー

設立日　　平成１０年３月１９日

所在地　　〒500-8811　岐阜市端詰町22番地

連絡先電話番号　　058-265-0020 ＵＲＬ　　http://www.gifuben.org/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

当センターでは、和解あっせん手続を主宰するあっせん人として心がけるべき事項を「あっせん人要求水準」
として定め、当事者同席による交渉促進型の調停技法の研修をあっせん人候補者向けに実施するなど、あっせ
ん人の資質や能力を向上することで、紛争解決手段としての実効性の向上を図っています。
また、当センターは、今後も高まるであろう簡易迅速な紛争解決のニーズに的確に応えるべく、提供する和解
あっせん手続の見直しと紛争解決におけるオンラインの活用を進めていきます。現在、規則・規程の全面改訂
作業を行っており、災害ADRの新設や一般ADRにおけるリモート対応も実施される予定です。
なお、2020年6月より、コロナ対応臨時Web調停を実施しており、申立てから和解合意まで全ての手続をオン
ライン（リモート）で行っています。

京京都都弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成１２年１０月１日

所在地　　〒604-0971　京都市中京区富小路通丸太町下ル　京都弁護士会館

連絡先電話番号　　075-231-2378 ＵＲＬ　　http://kyoto-adr.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　一部対応　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介
当センターは，民事紛争であれば，紛争の価額および当事者の住所地にかかわらず取り扱うことができます。
また，建築士，土地家屋調査士，カウンセラーを専門委員として委嘱しており，専門性の高い解決を目指しま
す。
当センターは，法律相談を前置することにより，本手続に適するか否かを弁護士の知見により判断しておりま
す。

兵兵庫庫県県弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成１３年１月１９日

所在地　　〒650-0016　神戸市中央区橘通１丁目４番３号

連絡先電話番号　　078-341-8227 ＵＲＬ　　http://www.hyogoben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

平成14年6月に設立以来、2６件の申立てがあり、当会所属の経験豊富な弁護士があっせん人となり、公
正・中立な立場で紛争の早期解決を目指しています。申立てをされた方より、多額の費用を要することなく早
期に的確な解決が図れると好評です。現時点では、申立件数が多くありませんので、すぐに審理を開始するこ
とが可能です。多くの方のご利用をおまちしております。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

山山梨梨県県弁弁護護士士会会民民事事紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成１４年６月１日

所在地　　〒400-0032　甲府市中央1-8-7　弁護士会館内

連絡先電話番号　　055-235-7202 ＵＲＬ　　http://www.yama-ben.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

無し

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

　奈良弁護士会仲裁センターは平成１４年に創設され、今年で１９年になります。
年間の受理件数はそれほど多くはありませんが、奈良弁護士会の会員には訴訟や調停といった司法による解

決が困難だったり、適合しない紛争を解決するツールとして認知されるようになりました。
そのためもあってか、奈良弁護士会仲裁センターには特色のある事件がもちこまれており、役割を果たして

います。
　今後も、司法とは異なる独自のユニークな紛争解決機関として発展させていこうと考えております。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

奈奈良良弁弁護護士士会会仲仲裁裁セセンンタターー

設立日　　平成１４年６月３日

所在地　　〒630-8237　奈良市中筋町22-1

連絡先電話番号　　0742-22-2035 ＵＲＬ　　http://www.naben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

ＵＲＬ　　https://www.fben.jp/

福福岡岡県県弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー((天天神神・・北北九九州州・・久久留留米米））

所在地　　天　神　〒810-0004　福岡市中央区渡辺通5-14-12　南天神ビル2階

　　　　　久留米　〒830-0021　久留米市篠山町11-5　筑後弁護士会館内

　　　　　北九州　〒803-0816　北九州市小倉北区金田1-4-2　福岡県弁護士会北九州部会内

設立日　　平成１４年１２月２０日（天神・北九州） 設立日　　平成１８年７月３日　（久留米）

連絡先電話番号　天神　092-741-3208 連絡先電話番号　　北九州　093-561-0360

連絡先電話番号　久留米　0942-30-0144

当会の紛争解決センターは、県内３ヶ所に設置され、あっせん仲裁人候補者も、各センター毎に名簿を作成し
ており、県内各地域に根ざした紛争解決機関としての役割を果たしています。また、現在、登録されている専
門委員は、建築士、医師、不動産鑑定士、司法書士、弁理士、歯科医師、行政書士、社会保険労務士、税理
士、土地家屋調査士、公認会計士であり、事件の特殊性に応じた専門的な紛争にも対応することができる体制
になっています。その他、医療ADR、金融ADR、ハーグ条約対応ADR、災害ADR・コロナ災害ADRを開設し
ており、多種多様なあらゆる紛争に対応しています。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　準備中　　　　　　）

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介
当センターは、平成１７年の開設以来、一般ADRに加えて、専門ADRとして、医療ADR、金融ADR、労働
ADRを設置しており、利用者のニーズに応えるため、豊富なメニューを取り揃えています。また、当センター
は、開設以降の全事件における平均の応諾率が７０％を超えており、利用者に対し、事件解決に向けた話合い
の機会を多く提供させていただいています。当センターでは、現在、リモートADRの実施に向けた検討を行っ
ており、利用者に対し、今後も、利用し易く、充実した事件解決のための機会を提供できるよう努めていきま
す。

札札幌幌弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成１７年１０月２５日

所在地　　〒060-0001　札幌市中央区北1条西10丁目　札幌弁護士会館2階

連絡先電話番号　　011-251-7730 ＵＲＬ　　http://www.satsuben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　労働ADR　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　実施に向けて検討中　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

当センターは、２００６年４月の設立以来、ほぼ例年１００件以上の申立がなされるなど、弁護士会ADR機関
として紛争解決に精力的に取り組み、その実績を積んでいます。
東日本大震災発災後、まもなくして立ち上げた震災ADRは、災害時におけるADRの有用性を実証し、現在で
は、全国の単位会に「災害ADR」の設置が普及し始めています。
当センターでは、通常のADR以外にも、災害ADRや金融ADRも実施し、幅広い事件を取り扱っているほか、
専門性の高い紛争にも対応するため、建築士、医師等に専門委員として事件に関与していただく制度も設けて
います。
また、２０２０年５月からは、弁護士会館に来なくてもADRが行える「リモートADR」を開始し、Zoom等の
Web会議ツールを利用した和解あっせんも全国に先駆けて開始しています。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

仙仙台台弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決支支援援セセンンタターー

設立日　　平成１８年４月３日

所在地　　〒980-0811　仙台市青葉区一番町2-9-18　仙台弁護士会館内

連絡先電話番号　　022-223-1005 ＵＲＬ　　http://www.senben.org/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲは、平成３０年７月豪雨災害を受けて、運用を開始しました。災害ＡＤＲについては、申立手数
料が無料、法律相談前置主義の代わりにサポート弁護士体制を組む等、被災者が利用しやすい体制を整えまし
た。専門ＡＤＲのうち、医療ＡＤＲについては、調停人を医事紛争の経験豊富な弁護士２名(病院側、患者側そ
れぞれ１名ずつ）体制で対応し、金融ＡＤＲについては、金融実務に明るい弁護士を調停人としています。

愛愛媛媛弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成１８年８月７日

所在地　　〒790-0003　松山市三番町4-8-8

連絡先電話番号　　 089-941-6279 ＵＲＬ　　http://www.ehime-ben.or.jp/
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

民事上のトラブルについて弁護士が双方の間に入って、話し合いによる解決のためのサポートを行います。方
法としましては、担当弁護士が申立人と相手方の言い分をよく聞いた上で、法的観点からアドバイスを行い示
談成立による解決を目指します。示談が成立した場合には、成立手数料と引き換えに示談書の作成を行いま
す。原則として期日3回での解決を目指します。訴訟や調停とは違い、担当弁護士が形式に囚われない柔軟な対
応での問題解決を目指し示談のあっせんを行います。

山山形形県県弁弁護護士士会会示示談談ああっっせせんんセセンンタターー

設立日　　平成１９年１月１８日

所在地　　〒990-0042　山形市七日町2-7-10　NANA BEANS 8階

連絡先電話番号　　023-635-3648 ＵＲＬ　　http://www.yamaben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

ＵＲＬ　　https://www.s-bengoshikai.com/

静岡県弁護士会では、静岡県弁護士会所属の弁護士が各種のトラブルについて、解決のための公正中立な立場
で仲介役を務める「あっせん、仲裁」を行っております。

受付は、静岡・浜松・沼津各支部で可能です。

リモートＡＤＲ対応　　　　  　　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

静静岡岡県県弁弁護護士士会会ああっっせせんん・・仲仲裁裁セセンンタターー

設立日　　平成１９年３月１２日

所在地　静岡支部 〒420-0853　静岡市葵区追手町10-80　静岡地方裁判所本庁構内静岡県法律会館内

連絡先電話番号 (静岡支部) 054-252-0008

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

　　　　浜松支部 〒430-0929　浜松市中区中央1-9-1   　静岡県西部法律会館内

　　　　沼津支部 〒410-0832　沼津市御幸町24-6       　静岡県東部法律会館内

　　　　　　　 (浜松支部) 053-455-3009

　　　　　　　 (沼津支部) 055-931-1848
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

お金の貸し借りや借地借家，交通事故，欠陥住宅，離婚問題，解雇，セクハラ問題など，身の回りで起こったさまざまなトラブルについ
て，裁判所などを利用しなくても，スピーディーな解決ができるかもしれません。鹿児島県弁護士会の紛争解決センターでは，ベテランの
弁護士が調停人となり，公平・中立な立場から双方の言い分を良く聞くことで，話し合いによるスピーディーなトラブル解決のあっせんを
しています。紛争解決センターでは，裁判と異なり，短期間で，形式にこだわらない柔軟な解決を目指します。手続は非公開ですから，当
事者双方の秘密も守られます。話し合いによる解決が可能な案件かどうかを判断するため，まずは弁護士による法律相談を受けていただく
ことになります。詳細につきましては、鹿児島県弁護士会（099-226-3765）にお問い合わせください。

リモートＡＤＲ対応　　　　　　  有　　　　無
 
※その他（コロナ下での案件については、例外的にZoom等を使用し実施したが、基本的には面談での対応。)

鹿鹿児児島島県県弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成１９年１０月１日

所在地　　〒892-0815　鹿児島市易居町2-3

連絡先電話番号　　099-226-3765 ＵＲＬ　　https://www.kben.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

当会ADRの目標は二桁の申立件数です。昨年は６件でしたが、近年は概ね１０件程度を維持しています。ト
ピックとしては、まだ申立はありませんが、令和２年３月災害ADRを発足しました。なお、当会の災害ADRに
おいてはサポート制度は採用せず、申立手数料の無料化及び成立手数料の減額（半額）のみを内容とします。
近時リモートによるADRの希望が数件生じたため、現在リモートADRの設置を検討中です。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

福福島島県県弁弁護護士士会会示示談談ああっっせせんんセセンンタターー

設立日　　平成２０年１月２１日

所在地　　〒960-8115　福島市山下町4-24

連絡先電話番号　　024-534-2334 ＵＲＬ　　http://f-bengoshikai.com/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

登録７年以上の経験豊富な弁護士があっせん人となって手続きを行います。
また、当センターでは期日手数料を当面の間無料としています。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

富富山山県県弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成２０年４月１日

所在地　　〒930-0076　富山市長柄町3-4-1

連絡先電話番号　　076-421-4811 ＵＲＬ　　http://tomiben.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

当センターは、弁護士会だけではなく、多数の専門家団体、経済団体、自治体等の各種団体が参画して組織・
運営しているADR機関であり、分野の異なる専門家が結集したADR機関は我が国で唯一です。和解あっせん手
続には、弁護士と事案に応じた専門家2名の合計3名の和解あっせん人があたり、それぞれの専門的知見を活か
した解決を図ることが可能です。例えば、医療過誤であれば医師、建築紛争であれば建築士、境界問題であれ
ば土地家屋調査士というように、その分野の専門家があっせん人に加わるように運用されています。

公公益益社社団団法法人人民民間間総総合合調調停停セセンンタターー

設立日　　平成２１年１月３０日（業務開始日　平成２１年３月２日）

所在地　　〒530-0047　大阪市北区西天満1-12-5　大阪弁護士会館1階

連絡先電話番号　　06-6364-7644 ＵＲＬ　　http://minkanchotei.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（災害ＡＤＲに含む　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（ハーグＡＤＲ、災害ＡＤＲに限る　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

担当弁護士が利用者から紛争の内容を聞き取り、申立人の申立書及び相手方の答弁書を代わりに作成する無料
のサポート弁護士制度を、災害ＡＤＲだけでなく全ての手続きで利用できるようにしました。申立てのサポー
トを利用する場合には、申立てに必要な事前弁護士相談が不要です。面倒な書面作成を弁護士が代わりに無料
で行うことによって、より利用がしやすいようになり、また、申立書・答弁書を弁護士が作成しますので、事
案の整理がなされ、より迅速で納得のいく解決が期待できます。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

熊熊本本県県弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成２１年８月２０日

所在地　　〒860-0078　熊本市中央区京町1-13-11

連絡先電話番号　　096-325-0913 ＵＲＬ　　http://www.kumaben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

金沢弁護士会紛争解決センターでは、外部専門家との連携や実務経験豊富なあっせん人による納得性の高い紛
争解決を目指しています。また、当センター運営委員会は比較的若い会員により構成され、あっせん人補助者
として個々のあっせん手続に関わることによってあっせん人の質の伝承・維持に努めるとともに、今後、ウェ
ブ会議システムを利用したあっせん手続を実施し、さらなる利便性の向上を図る予定です。加えて、近時の災
害の大規模化・多発化に鑑み、令和２年、災害ＡＤＲ規則を制定し、災害復興支援ワーキンググループとの連
携を強化し、被災者の法的支援にも制度的に対応できる体制を構築しています。

金金沢沢弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成２３年４月１日

所在地　　〒920-0937　金沢市丸の内7番36号

連絡先電話番号　　076-221-0242 ＵＲＬ　　http://www.kanazawa-bengo.com/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（  現在検討中  ）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

弁護士が、紛争当事者の仲介役（あっせん人）となり、迅速かつ柔軟に当事者双方が納得出来る解決を目指し
て、話合いによる解決をお手伝いしています。

リモートＡＤＲ対応　　　　　 　 有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

滋滋賀賀弁弁護護士士会会和和解解ああっっせせんんセセンンタターー

設立日　　平成２３年７月１日

所在地　　〒520-0051　大津市梅林1-3-3

連絡先電話番号　　077-522-2013 ＵＲＬ　　http://www.shigaben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

ここ数年新規の受理件数は多いとは言えませんが，ADRに適した事件については受理につながっているよう
に見受けます。今後は，さらに広報に工夫を行い，当センターのより積極的な活用につなげていくことを目指
しています。

リモートＡＤＲ対応　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

山山口口県県弁弁護護士士会会仲仲裁裁セセンンタターー・・行行政政仲仲裁裁セセンンタターー山山口口

設立日　　平成２３年１２月１日

所在地　　〒753-0045　山口市黄金町2－15

連絡先電話番号　　0570-064-490 ＵＲＬ　　http://www.yamaguchikenben.or.jp/index.html

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　行政ADR　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

当会ＡＤＲの申立件数は、年間１０件から２０件程で決して多くはないものの、きめ細やかな対応を心がけて
いる。相手方に申立書を送付した後に、担当委員より直接電話をかけ、ＡＤＲの趣旨を説明し、出席を促すな
ど、応諾率の向上に努め、また申立書の記載が不十分の場合は、担当委員より事情を補充で聴き取り、あっせ
ん期日当日はスムーズに進行するよう配慮している。
なお、ハーグ条約対応ＡＤＲは、大阪の公益社団法人民間総合調停センターと協定を締結しており、同セン
ターの協力のもと行われる形をとっている。

沖沖縄縄弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成２３年１２月７日

所在地　　〒900-0014　那覇市松尾2-2-26-6

連絡先電話番号　　098-865-3737 ＵＲＬ　　http://www.okiben.org/

ADR法による認証の有無　　   　 有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　  　　　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

相談前置、担当運営委員制度を採用し、開設以来毎年１０件前後のADRに適した幅広い申立て案件を扱ってき
ております。

リモートＡＤＲ対応　　　　　  　有　　　　無　　　その他（必要があるときは、音声同時通話による方法が可）

群群馬馬弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成２４年８月３１日

所在地　　〒371-0026　前橋市大手町三丁目6番6号

連絡先電話番号　　027-234-9321 ＵＲＬ　https://www.gunben.or.jp/consultation/resolution/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　  　　有　　　　無　　　その他（運用開始は令和3年7月以降を予定）

新型コロナＡＤＲの設置　　　　  有　　　　無　　　その他（災害ADR（感染症のまん延）として対応可能）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

当会では、平成２５年１０月に災害ＡＤＲを立ち上げました。平成３０年１２月には和歌山県との間で災害Ａ
ＤＲの実施場所の提供等に関して協定を結び、令和２年１１月までに県下の全市町村と同様の協定を結ぶに
至っており、災害ＡＤＲを実施するにあたって充実した体制が整っています。
もう一つの特色として、平成２９年８月から「障害者なんでもＡＤＲ」として、障害者差別解消事例を専門的
に扱うことができるように体制を整えています。障害者差別に精通した弁護士が和解あっせん人となるだけで
なく、必要に応じて社会福祉士にも和解あっせん人や専門委員として関与してもらえるようになっています。

リモートＡＤＲ対応　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

和和歌歌山山弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成２５年４月１日

所在地　　〒640-8144　和歌山市四番丁5

連絡先電話番号　　073-422-4580 ＵＲＬ　　http://www.wakaben.or.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（障害者なんでもＡＤＲ）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

まもなく設立５周年を迎えます。今までも市民の方々に親しんでいただいてきたと思います。弁護士・市民に
向けてさらなるPRを充実し，より使いやすい制度を目指して参ります。

リモートＡＤＲ対応　　　　  　　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

栃栃木木県県弁弁護護士士会会民民事事紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成２８年９月１日

所在地　　〒330-0845　栃木県宇都宮市明保野町1-6

連絡先電話番号　　028-689-9000 ＵＲＬ　　http://tochiben.com/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

長野県弁護士会紛争解決センターは、平成２９年４月に設立され（運用開始は同年７月から）、これまで多く
の紛争を解決してきました。長野県は面積が広く、裁判所は本庁と６つの支部に分散していますが、当セン
ターでは市民がセンターを利用しやすくするために、あっせん期日を、各裁判所に対応する地域（７地域）全
てで開催することができる体制を整えています。
また、専門的判断が必要と認められる紛争については専門委員制度を設けており、建築士、土地家屋調査士、
社会保険労務士といった専門委員名簿を整えています。
さらに、大規模災害に起因する紛争を簡易、迅速、適正かつ低額に解決することができるよう災害ＡＤＲを設
置し、当事者の申立や応諾をサポートするサポート弁護士制度を設けています。これまで当センターでは令和
元年１０月の台風１９号災害及び令和２年７月の豪雨災害に災害ＡＤＲを適用し、被災者支援に取り組んでい
ます。

リモートＡＤＲ対応　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　 電話会議併用可　　  ）

長長野野県県弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成29年4月1日

所在地　　〒380-0872　長野市妻科432

連絡先電話番号　　026-232-2104 ＵＲＬ　　http://nagaben.jp/

ADR法による認証の有無　　　    有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介

当センターが発足して約2年半が経ちました。これまでの３期を総括しますと、申立件数は、H30年度が11
件、H31年度が8件(内災害ADR2件)、R2年度が７件の合計2６件です。結果は、不開始６件、申立外での解
決による取下１件、成立13件、不成立５件、継続中1件です。全体の成立率は5２％、ADRが開始された場合
の成立率は68％です。災害ADRは2件とも成立しています。件数は少ないながらも地味に成功していると言え
るのではないかと思います。今後の課題は件数を増やすことですが、弁護士からの紹介が少ないのと申立書作
成が難しいことが件数の伸び悩みの大きな原因と当センターでは分析しており、申立サポートの制度を近日中
に創設する予定です。

リモートＡＤＲ対応　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

岩岩手手弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決セセンンタターー

設立日　　平成３０年１０月１日

所在地　　〒020-0022 盛岡市大通一丁目2番1号　岩手県産業会館本館（サンビル）2階

連絡先電話番号　　019-651-5095 ＵＲＬ　　http://www.iwateba.jp/adr

ADR法による認証の有無　　       有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　  　　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　  　　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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専門ＡＤＲの設置

セセンンタターー紹紹介介
当センターは、令和元年１０月に発足しましたが、同年９月の台風被害を受け、急きょ災害ADRを開設し、

同年１０月より稼働を開始しております。当センター発足から令和３年３月までの１年半余りの間に、一般
ADR（医療ADR含む）５５件、災害ADR５８件の計１１３件の申立てがありました。とくに災害ADRに関し
ては、マスコミの注目を集めた案件を取り扱ったことで県民の認知度が増し、会員の関心の高さも相俟って申立
件数が順調に推移しております。令和２年１０月にはリモートADRマニュアルを作成し、ウィズ／アフターコ
ロナを見据えた運用体制を整備しました。より県民に利用しやすい弁護士会ADRを確立し、裁判所における調
停・訴訟と並び立つ、紛争解決手段として定着させたいと考えております。

千千葉葉県県弁弁護護士士会会紛紛争争解解決決支支援援セセンンタターー

設立日　　令和元年１０月１日

所在地　　〒２６０-００１３　千葉市中央区中央４丁目１３番９号　千葉県弁護士会館

連絡先電話番号　　043-227-８４３１ ＵＲＬ　　https://www.chiba-ben.or.jp/adr/

ADR法による認証の有無　　  　  有　　　 無

　　     医療ADR  　        金融ADR　　　　ハーグ条約対応ADR　　　　　その他（　　　　　　　）

災害ＡＤＲの設置　　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

新型コロナＡＤＲの設置　　　  　有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

リモートＡＤＲ対応　　　　　　  有　　　　無　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）
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第４章　申立件数、解決件数等の推移第４章　申立件数、解決件数等の推移

当センター発行の「仲裁ＡＤＲ統計年報（全国版）」のデータを一覧にまとめコメントを

付した。（各年度版をもとにしたため、一部数字が整合しない部分がある。）

⑴　センター別の申立件数の推移⑴　センター別の申立件数の推移
センター別申立件数の推移

H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01
01第二東京 183 142 158 167 177 174 165 140 147 121 109 106 119 94 92 85 85 83 78 88 62 76 86
02大阪 64 16 31 55 75 71 126 91 67 61 63 94 12
02大阪・総 132 144 131 136 147 172 135
02大阪・民 153 150 188 166
03新潟県 51 49 28 27 22 23 20 27 20 11 6 4 3 3 5 3 7 6 4 4 1 3 2
04東京 98 74 96 128 155 138 129 124 100 112 107 105 94 75 95 90 90 108 97 103 113 104 83
05広島 7 5 11 7 7 6 4 7 14 2 10 4 6 8 2 5 4 10 4 7 6 44 10
06神奈川県 33 27 23 28 15 15 28 28 31 30 23 24 41 31 25 25 16 13 16 13 10 14 11
07第一東京 61 54 65 71 54 68 41 42 30 33 38 34 25 38 24 36 28 36 23 22 13 25 29
08埼玉 7 2 6 5 0 2 8 1 3 5 11 9 5 5 9 7 10 9 9 10 29 24 23
09岡山 92 79 153 190 149 184 159 120 104 93 88 113 93 97 55 43 50 41 49 40 29 44 38
10愛知県 64 80 118 126 158 188 223 228 208 193 277 283 258 233 218 214 186 159 203 214 199 177 184
11西三河 58 63 55 49 62 36 32 32 37 38 31 24 25 27 27 44 28 28 27 21 20
12岐阜県 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 2 4 2 1 1 1 1 3 0 1 0
13石見 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14京都 6 11 15 29 11 16 18 15 32 46 48 51 44 40 41 34 40 21 29 28
15兵庫県 52 71 67 52 54 48 15 19 6 10 9 10 15 16 9 12 12 12 14
16山梨県 8 5 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0
17奈良 7 15 10 8 16 3 6 7 7 3 5 5 1 1 3 3 9 2
18天神 27 33 38 31 14 14 15 18 10 30 22 23 18 14 13 15 14 11
19北九州 2 3 5 3 3 6 3 9 8 10 9 2 6 6 8 5 11 10
20札幌 12 43 46 26 10 14 23 22 24 19 20 19 18 13 21
21仙台 107 101 118 105 81 490 177 153 113 133 122 131 111 133
22久留米 15 9 10 14 8 11 14 8 5 3 11 1 4 5
23愛媛 5 4 4 2 6 6 1 0 5 3 1 4 5 4
24山形県 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1
25静岡県 41 15 19 15 11 10 14 6 3 4 9 2 4
26鹿児島県 3 3 1 1 1 5 0 1 0 0 0 1 1
27福島県 9 11 7 8 10 3 6 13 13 8 3 18 8
28富山県 4 5 3 2 2 1 4 6 2 5 4 1
29熊本県 5 11 18 11 7 5 2 86 48 31 21
30金沢 1 4 2 2 11 2 5 0 3
31滋賀 3 2 1 1 2 2 1 3 0
32山口県 0 3 4 3 3 1 3 2 2
33沖縄 6 11 19 18 19 20 12 17 7
34群馬 15 11 11 7 9 6 14 5
35和歌山 22 22 14 44 20 16 11
36栃木県 3 5 1 2
37長野県 28 12 14
38岩手 11 8
39千葉県 66
総計 660 528 748 874 930 1050 1118 960 884 964 1039 1085 1079 988 1370 1046 1012 995 952 1097 996 1062 1034
※H08以前はデータがない。R01は確定データでも変更なし
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日弁連ＡＤＲセンターが設立された2001（H13）年当時、14の弁護士会に15センターが設

置され年間申立件数は930件であったが、2019（R １）年は35弁護士会（大阪の「民間総合

調停センター」を含む。以下、同じ）に38センターが設置されているものの年間申立件数

は1034件にとどまっている。

2019（R １）年度では、年間申立件数が100件を超える弁護士会が３会（センター）ある

一方で10件に満たない会も17会ある。かつて150件程度の申立てがあったがその後大きく減

少した会や設立当初は一定の申立てがあったが次第に申立てが減少してきている会も少な

くない。

ただ、災害ＡＤＲを契機に申立てが増加した会の多くは、その後も一定の申立件数を維

持している傾向が強い。

⑵　申立件数・受理件数・解決事件数の推移⑵　申立件数・受理件数・解決事件数の推移

応諾率は若干低下しているようにもみえるが、近年でも７割前後が応諾している。

解決率も若干の低下がみられるが、近年でも受理件数比で30 ～ 35％、応諾件数比で50

～ 60％の解決率となっている。

なお、解決形式については、多くの会があっせん・調停と仲裁の両制度を設けているに

も関わらず、ほとんどの事件が和解で終結しており、仲裁法に基づく仲裁や仲裁法38条に

基づく決定で終結した事例は例外的である。

申⽴件数・受理件数・解決事件数の推移

1 申⽴（新受事件） H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01
申⽴件数 747 874 930 1050 1118 960 884 964 1039 964 1079 988 1370 1046 1012 990 952 1097 996 1062 1034
 ①不受理 1 1 1 6 4 5 2 2 6 2 3 4 4 6 0 0 2 4 6 3 1
 ②受理 746 873 929 1044 1114 955 882 962 1033 962 1076 984 1366 1040 1012 990 950 1093 990 1059 1033

2 受理事件（新受事件） H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01
(1)話し合いのテーブルにつかなかったケース
 ①不応諾取下（〜H24） ※1 155 132 186 186 188 123 169 159 205 159 260 225 299 252
 ②取下（〜H24） 13 19 42 41 33 66 32 57 32 57 41 64 123 44
 ③却下（〜H24） 1 16 5 20 3 8 4 6 6 6 1 2 3 5
 ①不応諾・応諾前の取下（H25〜） 227 238 230 286 268 254 267
 ②打切り・終了（H25〜） 36 35 28 47 28 28 37

不応諾件数合計 169 167 233 247 224 197 205 222 243 222 302 291 425 301 263 273 258 333 296 282 304
(2)回答待ち 37 57 42 57 37 41 27 38 29 38 50 32 46 51 57 49 49 75 56 98 63
(3)話し合いのテーブルについたケース
 ①応諾後取下 （〜H24） 147 157 160 180 127 128 126 153 135 153 75 88 90 80
 ①応諾後の取下・離脱 （H25〜） 42 59 65 45 43 47 47
 ②不成⽴／あっせん⼈・仲裁⼈による終了 ※2 14 38 16 48 143 76 91 70 108 70 154 123 180 133 178 155 161 168 162 161 152
 ③進⾏中 135 194 186 172 154 179 130 175 193 175 199 181 234 187 202 214 215 187 198 229 210
 ④解決 243 264 292 332 429 334 305 303 325 303 298 265 386 285 270 240 202 284 235 242 257

応諾件数合計 539 653 654 732 853 717 652 701 761 701 726 657 892 685 692 668 643 684 638 679 666
※1 H24は「不成⽴」と記載されている
※2 H24以前は「応諾後却下」の項⽬

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01
3 応諾率（新受事件） 76.0% 80.0% 73.7% 74.2% 79.2% 78.4% 76.3% 75.9% 75.8% 75.9% 70.8% 69.0% 67.6% 69.3% 72.5% 71.0% 71.4% 67.2% 68.3% 70.7% 68.7%

4 解決事件（旧受事件及び新受事件） H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01
 ①旧受事件 47 79 77 49 109 104 114 76 104 76 141 116 107 158 141 141 144 133 131 163 134
 ②新受事件 243 264 292 332 431 334 305 303 325 303 298 265 386 285 270 240 202 284 235 242 257

解決事件合計 290 343 369 381 540 438 419 379 429 379 439 381 493 443 411 381 346 417 366 405 391

5 解決形式（旧受事件及び新受事件） H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01
 ①和解 （件数） 262 319 356 363 492 421 402 371 418 371 421 365 489 437 406 373 341 378 360 399 385
 ①和解 （割合） 90.3% 93.0% 96.5% 95.3% 91.1% 96.1% 95.9% 97.9% 97.4% 97.9% 95.9% 95.8% 99.2% 98.6% 98.8% 97.9% 98.6% 90.6% 98.4% 98.5% 98.5%
 ②和解→仲裁判断（件数） 17 13 9 8 16 8 5 4 3 4 14 4 2 0 2 6 5 4 5 5 5
 ②和解→仲裁判断（割合） 5.9% 3.8% 2.4% 2.1% 3.0% 1.8% 1.2% 1.1% 0.7% 1.1% 3.2% 1.0% 0.4% 0.0% 0.5% 1.6% 1.4% 1.0% 1.4% 1.2% 1.3%
 ③仲裁判断（件数） 11 11 4 1 4 9 8 4 8 4 4 7 2 6 3 2 0 34 1 1 1
 ③仲裁判断（割合） 3.8% 3.2% 1.1% 0.3% 0.7% 2.1% 1.9% 1.1% 1.9% 1.1% 0.9% 1.8% 0.4% 1.4% 0.7% 0.5% 0.0% 8.2% 0.3% 0.2% 0.3%

6 解決率（新受事件） H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01
 ①受理事件対⽐解決率 ※1 42.3% 42.4% 41.7% 40.7% 46.5% 45.4% 42.1% 40.5% 40.1% 40.5% 36.0% 34.4% 35.5% 35.5% 35.9% 33.0% 29.4% 34.2% 31.9% 33.1% 33.8%
 ②応諾事件対⽐解決率 60.1% 57.5% 62.4% 59.3% 61.4% 62.1% 58.4% 57.6% 57.2% 57.6% 56.5% 55.7% 58.7% 57.2% 55.1% 52.9% 47.2% 57.1% 53.4% 53.8% 56.4%
※1 申⽴受理件数から回答待ち件数及び進⾏中件数を減じた数で除したもの（H27以前についても計算しなおした。）
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⑶　紛争類型別受理事件の推移⑶　紛争類型別受理事件の推移

平成23年度は東日本大震災に伴う不動産賃貸借に関する紛争の申立てが増加したが、長

期的にみれば、不法行為（医療事故を含む）に関する紛争が全体の30 ～ 40％を占め、請負

契約を巡る紛争、その他の契約紛争、不動産賃貸を巡る紛争、家族間の紛争の順となって

おり、これら5類型の紛争が全体の80％弱を占める。

⑷　紛争類型別解決事件の推移⑷　紛争類型別解決事件の推移

解決事件に占める紛争類型についても、受理事件とほぼ同じ順序及び割合であり、紛争

類型による解決率に差異は認められない。

紛争類型別受理事件⼀覧の推移
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

1 不動産売買を巡る紛争 23 34 29 17 37 39 36 39 47 36 44 18 23 25 26 27 32 26 35
2 不動産賃貸借を巡る紛争 105 111 95 47 97 72 92 72 82 76 225 114 101 95 63 116 82 96 105
3 請負契約を巡る紛争 75 68 90 41 81 83 94 83 94 84 117 89 109 115 102 100 92 121 122
4 貸⾦を巡る紛争 50 25 47 23 23 21 37 21 31 35 31 20 25 21 20 20 22 20 17
5 その他の契約紛争 103 119 146 62 90 107 117 107 135 113 176 163 128 128 120 138 110 155 114
6 債務不存在確認 15 15 11 7 15 17 16 17 13 10 19 7 4 10 12 9 2 6 8
7 不法⾏為を巡る紛争 309 361 370 250 342 373 394 373 405 368 393 385 357 359 371 360 391 355 353
8 知的財産権がらみの紛争 6 6 11 2 5 6 8 6 3 1 1 4 4 0 1 2 0 3 4
9 家族間の紛争 90 101 95 77 77 87 95 87 85 89 109 102 91 95 82 105 72 76 76
10 職場の紛争 70 69 82 36 57 70 63 70 70 68 59 50 65 55 57 63 64 48 61
11 会社関係の紛争 13 13 21 9 9 14 21 14 20 14 17 10 10 10 14 15 26 14 12
12 相隣関係 39 25 22 10 18 26 24 26 30 33 94 40 50 29 44 57 40 86 74
13 マンション（区分所有）関係 9 9 11 10 5 4 2 4 8 5 11 4 11 5 8 11 13 8 8
14 その他 22 46 36 21 26 43 34 43 53 0 70 34 34 43 30 70 44 45 44
計 929 1044 1115 612 882 962 1033 962 1076 932 1366 1040 1012 990 950 1093 990 1059 1033
※債務弁済協定はH20まではその他の契約紛争，H21以降は貸⾦を巡る紛争に分類されている。今回は，H21以降に合わせて貸⾦を巡る紛争として集計しなおした。

紛争類型別解決事件⼀覧（仮）
⼤項⽬ H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

1 不動産売買を巡る紛争 10 14 15 6 11 13 22 13 11 15 12 15 5 13 8 13 10 7 14
2 不動産賃貸借を巡る紛争 41 42 38 22 36 33 30 33 49 42 93 58 48 41 30 41 31 38 38
3 請負契約を巡る紛争 32 26 27 23 40 33 48 33 44 50 44 43 45 44 41 46 30 50 50
4 貸⾦を巡る紛争 17 9 26 12 9 6 10 6 10 15 10 3 10 6 5 5 4 5 5
5 その他の契約紛争 32 31 68 16 32 34 42 34 35 48 48 62 36 47 38 44 36 39 41
6 債務不存在確認 6 5 3 2 5 5 9 5 8 3 12 0 0 1 6 4 3 3 3
7 不法⾏為を巡る紛争 154 163 211 126 192 178 185 178 203 201 157 175 163 158 147 141 154 153 154
8 知的財産権がらみの紛争 3 5 3 0 2 3 2 3 0 1 0 2 1 0 1 1 1 3 0
9 家族間の紛争 27 24 29 26 40 26 29 26 31 29 26 27 29 30 21 33 24 30 21
10 職場の紛争 21 20 36 21 25 27 23 27 25 34 26 27 33 16 23 26 26 29 20
11 会社関係の紛争 6 6 6 4 4 3 9 3 4 8 9 8 5 3 5 2 11 5 2
12 相隣関係 10 9 7 2 10 10 6 10 5 14 39 16 19 7 10 17 15 26 24
13 マンション（区分所有）関係 2 2 0 4 0 0 0 0 2 2 2 3 2 1 0 2 2 1 4
14 その他 8 10 10 9 13 8 14 8 12 15 15 4 15 14 11 42 12 16 15

計 369 366 479 273 419 379 429 379 439 477 493 443 411 381 346 417 359 405 391
※債務弁済協定はH20まではその他の契約紛争，H21以降は貸⾦を巡る紛争に分類されている。今回は，H21以降に合わせて貸⾦を巡る紛争として集計しなおした。
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第２部 寄稿（会員） 

 

第１章 これまでの弁護士会ＡＤＲ 
 

日弁連ＡＤＲセンターの設立と 

拡大への取り組み 
 

 

はじめに 

ＡＤＲセンター開設20周年の機会に、歴代委員長の一員として、執筆の機会をいただい

たので、当時の記憶を思い出しながら、以下記述する。 

なお、私は2001年初代鈴木委員長の時に副委員長を務めたあと、2004年（平成16年）６

月から私が日弁連副会長（東京弁護士会会長兼務）に就任する2006年４月までの約２年間、

委員長を務めた。 

 

１ 鈴木誠初代委員長の副委員長として 

日弁連ＡＤＲセンターができたのは01年だが、私は初代の鈴木誠委員長の時から、縁

あって副委員長の１人であった。 

センター設立のいきさつは、2001年５月に裁判外紛争処理機関（ＡＤＲ）協議会が弁

護士会運営関与型ＡＤＲの充実に向けての提案を行い、これを受けて同年６月の理事会

の承認を受けて、ＡＤＲ（裁判外紛争処理機関）センターが設置されたのである。 

私が副委員長になったのは、おそらく1996年（平成６年）７月に開設された東京弁護

会の仲裁センター（あっせん・仲裁センター）に設立準備の時から関与し、仲裁人とし

て活動し、またその後、委員長をした経緯からと思われる。なお鈴木誠弁護士とは、そ

れ以前から弁護士会館建設関係の委員会で一緒に活動していた縁もあった。 

 

２ 日弁連ＡＤＲセンター副委員長の時の仲裁検討会のこと 

⑴ 日弁連ＡＤＲセンターのできた2001年は、同年６月に司法改革審議会の意見書が公

表され、一連の司法制度改革の立法が次々と行われた時期であった。 

そして、分野ごとに司法制度改革推進本部のもとに「検討会」が設置された。この

うち日弁連ＡＤＲセンターは、ＡＤＲ検討会と仲裁検討会に関して日弁連側の対応を

行うこととなり、私は「仲裁検討会」の委員に選任された。そして日弁連ＡＤＲセン

ターの中に、私を支援するバックアップチームが設置された。ちなみに「ＡＤＲ検討

会」の方の委員は髙木佳子弁護士が就任し、同じくバックアップチームが組まれた。 

我が国の仲裁法は、明治23年制定以来改正されていない「公示催告手続及ビ仲裁手

続ニ関スル法律」のままであった。そこで、その後の国際取引の進展や国際紛争解決

に遅れていて、法の改正は、必然であったが、ちょうど国際連合国際商取引委員会（Ｕ

ＮＣＩＴＲＡＬ）が策定した国際商事仲裁モデル法を基礎にして、改正（仲裁法の制

定）を行うものであった。 

 

第二代委員長 

吉岡 桂輔 

（東京弁護士会）
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弁護士会の設営する仲裁センターも、仲裁に関する部分では仲裁法の適用を受ける

ため、弁護士会としてはその面からも検討を行い、また検討会では私から弁護士会仲

裁の実情なども報告した。さらに日弁連は、仲裁検討会が2002年９月に公表した「仲

裁法制に関する中間とりまとめ」に関する意見募集への回答を出した。 

仲裁検討会の審議が進む中で、消費者と労働に関しての修正が特に記憶に残る重要

なものとなった。すなわち、「仲裁合意」の面で、国際的な商事仲裁であれば当事者間

の合意を前提として効力を持たせることができる。特に、ＵＮＣＩＴＲＡＬのモデル

法はもっぱら国際間のビジネスに関する、いわばＢ対Ｂの紛争解決が中心となる。一

方、国内適用の場面で考えると、消費者問題、すなわち消費者が当事者となる大企業

との間の紛争、いわゆるＢ対Ｃの関係では、両者の力関係が必ずしも対等とは言えな

い。 

そのため、特に事前の仲裁合意の効力を考えると、消費者が訴権を奪われる弊害を

含めて、それに備えた対応が必要であると感じて、この面からの問題提起を私から行

い意見書を出した。仲裁検討会の委員の中で弁護士委員は私一人であったため、消費

者問題などの指摘は、責任があると感じられた。なお、この点は、ＡＤＲセンターへ

も持ち帰って、バックアップチームなどでも議論して、日弁連の考え方も反映できた。

結果的には改正法で、消費者が事前仲裁合意を解除できる法的な手当てがなされた

（附則第３条）。 

また、労働関係に関しても、消費者同様に、仲裁合意に関して労働者と使用者間の

対等ではない力関係が問題になり得る。この点は日弁連の全体政策の会合で問題提起

し、労働関係の弁護士間でも関心が広がり、 終的には将来の個別労働関係紛争を対

象とする仲裁合意は無効との規定（附則第４条）が制定されることになった。 

こうして仲裁法検討会で審議した意見が反映されて、2003年８月に仲裁法が制定さ

れた。この間、立法に関与できたことは貴重な経験となった。 

 

３ ＡＤＲセンター委員長の時の「拡大」への取組など 

⑴ 私がＡＤＲセンター委員長に就任したのは2004年６月だった。副委員長には鈴木前

委員長時代の副委員長と、新規に増加した委員の方々に就任していただいた。 

また、事務局長は私と同じ東京弁護士会の及川健二弁護士にお願いした。なお、及

川弁護士は私の任期中も、その後も日弁連ＡＤＲ関係で、またその他弁護士会の各種

委員会で大変活躍され将来が嘱望されていたが、その後、健康を害されて比較的若く

して亡くなられたのは本当に残念なことであった。 

⑵ 当時の日弁連ＡＤＲセンターの重要な課題の一つに、弁護士会仲裁センターの全国

展開があった。すなわち弁護士会の仲裁センターは、例えば東京弁護士会において対

象事件として開設当初に想定した少額事件だけでなく、実に様々な問題の解決に効果

があり、いわゆる早くて上手な解決ができることの実績が積み上がってきた。例えば、

東京弁護士会の実例として、ある県のコンピュータソフト開発を請け負った元請け会

社と下請け会社との間の請負金額増加に関する紛争に関して、契約は継続して引き続

き完成を目指しながら、将来の紛争解決は「後日に東京弁護士会の仲裁で行う」とい

う暫定合意を行って、開発を続行完成させ、その後仲裁センターで請負金額の解決が
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できたケースや、破産管財人と債権者間の債権確定に関する紛争など、訴訟では困難

もしくは時間がかかる紛争が早期にできることなどであった。 

⑶ そこで、これらの各弁護士会仲裁センターの実績を踏まえ、未だ仲裁センターを設

置していない会に、設置を広げる活動に力を入れた。 

委員長に就任当時は、全国では第二東京、新潟、広島、東京、横浜、第一東京、埼

玉、大阪、岡山、愛知、岐阜、島根、京都、兵庫、奈良、山梨、福岡の17弁護士会19

センターで運営されていた。 

そして、委員長就任の翌年2005年（平成17）年10月に札幌、さらにその翌年2006年

には仙台、山形と徐々に増えていき、また今後設立を検討していた富山県弁護士会の

関係者も日弁連ＡＤＲセンターにオブザーバーとして参加していた。 

⑷ また特に各地の仲裁センターの中で愛知県の申立て件数が2002年も2003年も１番

数が多かった。そこで、特に拡大発展するための部会には、愛知の渡邉一平副委員長

に担当してもらった。 

 

４ 「全国仲裁センター連絡協議会」 

⑴ 各地の仲裁センターに関係する弁護士が年１回集まり、主なテーマごとにシンポジ

ウムを開催し、また各地の申立件数やその内容を報告する会が行われていた。私が委

員長の時には2004年10月に兵庫で、第８回全国仲裁センター連絡協議会が開催された。

この時は調停技法に関して「より信頼される調停人となるためにー調停人の技法と研

修のありかたー」がメインテーマで議論された。 

また、この時にはＡＤＲ検討会での検討事項、特に弁護士法の72条に関して各士業

の設けるＡＤＲセンターの弁護士関与問題、代理権問題などがあり、この年の８月に

日弁連が意見書を出したことなども話題になった。この関係でガイドラインの問題が

あるがこれについては後に述べる。 

翌2005年の第９回全国仲裁センター連絡協議会は福岡で開催された。この時は前年

12月にＡＤＲ法（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律）ができたこともあ

り、地元福岡を中心に各専門士業の方々も参加して、「ＡＤＲ促進法とＡＤＲ機関の協

働についてー専門士業の連携による利用しやすいＡＤＲをー」をテーマに開催された。

なお、各センターの申立件数やその実情に関する統計などに関しては大川宏副委員長

が毎年、尽力されて報告した。 

 

５ 初の「全国弁護士会仲裁センター実務懇談会」 

毎年の全国仲裁センター連絡協議会は弁護士だけの集まりであったが、各地のセンタ

ーの実務は弁護士会職員などの事務局が申立て受付、配転などの実務を担当している。

そこで、初の試みとして、設置済みの各地の仲裁センターの事務方に集まっていただき

「全国弁護士仲裁センター実務懇談会」を2005年２月に初開催した。そして仲裁センタ

ー等を運営する上での共通の悩み（期日手数料・成立手数料・財政状況など）について

各弁護士会センターの事務局の率直な実情など実務に携わっている現場の方で、互いの

情報交換や意見交換を行った。結果は好評であったので、翌年も2006年２月に第２回を

開催した。 
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６ 「仲裁のガイドラインについて」 

⑴ 弁護士以外の士業は、いわば自ら所管する法的問題について、訴訟の代理人はでき

ないもののＡＤＲなら行えるのではないかと、職域拡大の面からも高い関心を寄せて

自前のＡＤＲを作り認証を得ようとしていた。 

⑵ 弁護士会としては、ＡＤＲが拡充発展すること自体は良いとしても、弁護士法72条

の精神、すなわち弁護士がなぜ業務を独占するのかの法益が、特に利用者保護の面か

ら重要であった。 

⑶ 日弁連ＡＤＲセンターでは、今後ＡＤＲ法制定に伴い、弁護士以外の士業団体がそ

れぞれＡＤＲ機関を作り、認証を得ようとする際、弁護士がどのように関与するべき

か議論を行なった。 

⑷ 弁護士がどこまで各種士業のＡＤＲセンターに関与するか、また関与を求められた

ときのガイドラインをＡＤＲセンターで作成することになった。 

すなわち2005年８月に日弁連ＡＤＲセンターの議論に基づき、日弁連で作成したの

が、「ＡＤＲ法第６条の「弁護士の助言」等に関するガイドライン」であった。 

認証ＡＤＲ機関の設立に当たり、弁護士会が「弁護士の助言」を求められたときの

対応として、弁護士会の協力支援の基本理念を定めるとともに、民間ＡＤＲの取扱分

野、ＡＤＲ手続への弁護士の関与の度合、機関の運営への関与などをガイドラインで

定めている。 

⑸ ＡＤＲ法に関しては、2004年11月、日弁連ＡＤＲセンター委員長として、参議院法

務委員会で、参考人として日弁連の立場を表明した。 

また、ＡＤＲ認証について、期待する面が大いにある一方、利用者にとって懸念さ

れるべき面も残っているとして「・・今回の認証性はいわば、国民に安心できるＡＤ

Ｒ機関を選択する目安となり、この機関による解決は弁護士法72条の例外になるべき

ものである。したがって万一にも、ふさわしくないＡＤＲが認証を受けることがあっ

てはならない。ＡＤＲの健全な発展充実を図るには、ＡＤＲの良い面と懸念される面、

いわばこれらの光と影の両面に十分注意を払う必要がある」など意見を開陳した（法

律のひろば2005.４号26頁） 

 

７ 終わりに 

私は司法修習24期で弁護士登録50年を迎えるが、その半分以上で弁護士会の仲裁セン

ターに関与してきた。 

また2011年９月の東日本大震災による原子力損害賠償紛争解決、いわゆる原発ＡＤＲ

も担当させていただき10年が経つ。特に東日本大震災の時にはあまりの被害の大きさに

何か自分で役に立つことはないかと考えていた折に、この原発センターで少しでも役に

立ちたいとの気持ちがあり志願した。そして、第１号申立て事件から多数の事件を担当

させていただいた。その他弁護士会のあっせん人もいまだに医療ＡＤＲなど含めて担当

させていただいている。 

一方で、自分の抱える事案で、弁護士会あっせん手続きの申立てをして適切な解決が

多数得られている。 

その中で、ＡＤＲの紛争解決のすばらしさを実感し、いつの間にかＡＤＲは一種のラ
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イフワークになっている。 

近も新型コロナ感染拡大によるテレワークに伴い、オンラインＡＤＲのあっせん人

もやらせていただいた。オンラインＡＤＲの可能性は今後ますます増えると思う。 

いずれにせよ、弁護士会のＡＤＲセンターが今後益々その良さを発揮し、また、良さ

を広く会員に理解していただいて発展することを祈って筆をおく。 

 

 

 

－委員コラム－ 
 

弁護士会ＡＤＲの活動で思うこと 

 

川口 綾子（東京弁護士会） 

 

私は、2002年に東京大学の太田勝造先生のゼミ「交渉と紛争解決」を受講して、ＡＤＲの魅力を

知った。以来、私の「興味ある分野」は一貫してＡＤＲであり、弁護士になってすぐ、2009年に東

京弁護士会の紛争解決センター運営委員会に入った。勉強会、研修会、センター紹介のパンフレッ

ト・ＨＰ作成、あっせん人マニュアルの作成、弁護士会会報で「あっせん人列伝」連載、センター

規則改正、面会交流ＡＤＲ企画、夏期合研・・・など、思い返せば様々な活動に参加してきた。日

本仲裁人協会の調停人養成講座にも２回参加した。弁護士登録から７年経過して以降は紛争解決セ

ンターのあっせん人登録もして、ほんの数件ではあるがあっせん人も経験した。 

しかし、ＡＤＲは趣味、「興味のある分野」ではあるが、「得意な分野、専門分野は何ですか？」

ときかれて、「ＡＤＲです」とは言えない。そして、今後もきっとそうなのだろうと思う。 

あっせん人に必要な知識、技術は、あっせん人経験によらずとも磨けると思う。日々の弁護士業

務で、多様な紛争事例に触れ、相手方との交渉もあれば、依頼者との関係構築もある。裁判所の和

解協議で、裁判官が難しい事案を和解させたときには多くのことを学んだ。逆に、不満の残る調停

からも学ばされる。ただ、この知識、技術は総合的なものなので、レベルもわからず、ゴールも見

えない。弁護士同士でも「この弁護士の紛争解決力はすごい」などは滅多にわかるものではなく、

その結果、弁護士が他の弁護士によるあっせん手続きに期待ができず、弁護士会ＡＤＲの弁護士に

よる利用が進まないのではないか。 

それとも、そう思うのは私の未熟さのためなのだろうか。あっせんを極め、熟練してくれば、あ

っせん人に必要な知識、技術を定式化して、あっせん人レベルが見分けられるようになるのだろう

か。「東京弁護士会の紛争解決センターは、草野先生レベルのあっせん人がたくさんいる！」と評

判になり、弁護士会員から利用されるＡＤＲ機関に・・・なんて日が来るのだろうか？ 

という訳で、ＡＤＲ歴20年弱の私は道半ばである。 
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ＡＤＲ法制定と弁護士の助言 
 

 

１ はじめに 

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（以下「ＡＤＲ法」という。）には、「弁

護士の助言」に関する規定があるが、規定の仕方が特異である。 

法律では、法６条５号の認証の基準の一つとして、弁護士が手続実施者ではない場合

において、紛争解決手続を実施するときに法令の解釈適用に専門知識を必要とするとき

には、弁護士の助言を受けることができるような措置を定めることが、要件として定め

られているのである。 

この規定から、様々なことが分かる。 

まず、ＡＤＲ手続－紛争解決手続－を実施するのは弁護士ではなくてもできること、

紛争解決手続には法令の解釈適用を必要としない紛争もあること、しかし、いったん当

該紛争において法令の解釈適用が問題となる紛争解決をする際には弁護士の助言を必

要とする（必ずしも弁護士が直接解決の実施に当たる必要はなく、助言を受ければよい）

こと、ただ、その前提として、かかる体制で紛争解決手続を実施するには、予め、法務

大臣の認証を得る必要があることである。 

本稿の読者はＡＤＲセンターの委員が中心なので、当然のことで釈迦に説法かもしれ

ない。 

しかし、この規定には、ＡＤＲ法の制定に至るまでのＡＤＲ検討会における2002年２

月から2004年11月までの間、当初の目標であった2004年春までの法案の提出を断念し、

２年10か月・38回の会合を重ねてどうやら収拾した議論とその背景、弁護士・弁護士会

も含めて混乱に陥った紆余曲折や苦い思いが、検討会委員として関わった筆者には蘇る

のである。 

 

２ ＡＤＲ法制定の背景と経緯 

⑴ 契機 

言うまでもなく、法制定の契機は、司法制度改革審議会意見書（以下「審議会意見

書」という。）である。 

審議会意見書の「Ⅱ 国民の期待に応える司法制度」（35頁以下）において、「ＡＤ

Ｒが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるようその拡充、活性化を図ってい

くべきである。」とされ、そのための課題として「ＡＤＲに関する関係機関等の連携強

化」及び「ＡＤＲに関する共通的な制度基盤の整備」が挙げられた。 

しかし同時に審議会意見書は、「Ⅲ 司法制度を支える法曹の在り方」の中の弁護

士制度改革において、「隣接法律専門職種の活用等」との見出しを設け「ＡＤＲを含む

訴訟手続き外の法律事務に関して、隣接法律専門職種などの有する専門性の活用を図

るべきである。具体的な関与の在り方については、弁護士法第72条の見直しの一環と

して、職種ごとに実態を踏まえて個別的に検討し、法制上明確に位置付けるべきであ
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る。」とも記述されていた（86頁）。ここに関しては、他にもかなり突っ込んだ記述が

ある。 

2001年６月12日にこの審議会意見書が公表され、同年11月に司法制度改革推進本部

が設置され、そこに11の検討会が設けられたが、ＡＤＲ検討会もその一つである。同

検討会で、法制化へ向けての議論が始まったのであるが、隣接法律専門職種について

まで審議会意見書にＡＤＲへの関与の可能性（少なくともゼロではない）を言及され

ては、難航が予想されてはいたが、想定どおりの結果になったのである。 

⑵ 日弁連・弁護士会内部の議論状況 

日弁連ＡＤＲセンターの設置は、審議会意見書公表の３日後の2001年６月15日であ

る。 

審議会が設置され議論が始まった２年前は、まだ、弁護士会内部においても、ＡＤ

Ｒの認知度は低くこれを調査検討する組織は存在していなかった。 

各弁護士会においては、第二東京弁護士会で1990年に仲裁センターが設置され、そ

の後、大阪、新潟、東京、広島、横浜、第一東京、埼玉、岡山、名古屋、岐阜と、順

次同様の組織が開設されたものの、その約10年間を見ても10程度の弁護士会にしか普

及せず、また取扱事件数も、一部を除いては低調であった。 

そのような状況ではあったが、遠山信一郎弁護士（第一東京弁護士会所属、その後

ＡＤＲセンター副委員長）は、審議会において、ＡＤＲが重要テーマとして取り上げ

られる予定との情報をいち早く入手し、日弁連内部にも検討組織を設置して審議会に

対応すべきと日弁連を動かしたことから、裁判外紛争処理機関協議会（以下「ＡＤＲ

協議会」という。）が設置された。それが1999年４月である。筆者は、日弁連総次長室

で、遠山弁護士からの要望を取り次いだが、会内状況が前述のごとく低調であったた

めに、組織を準備したところでどれだけＡＤＲの活性化につながるか疑問と否定的な

受け止め方をしていた記憶がある。 

ＡＤＲ協議会においても、審議会向けの意見書を用意して審議会に提出した。その

内容は、あくまで、法の支配の観点から弁護士会関与運営型ＡＤＲを拡充すべきで、

それ以外のＡＤＲにおいては、運営の適正確保のため弁護士会が積極的に関与すべき

であるという従来の日弁連意見を踏襲したもので、日弁連の基本的スタンスに合致し

ていたが、その後、審議会が目指した日本における司法を裁判所を中核とするものか

ら大幅に拡大し準司法機関まで含めた大きな司法を想定した上で改革を展望していた

ことから考えると、あくまで弁護士会を中心とする考え方であり、非法曹の設置する

ＡＤＲや利用者である国民の利便性に配慮することの少ない意見書であったと言える。

これに比し、審議会意見書は、１段も２段も飛び越えた「地殻変動もの」になってい

ったのは前述のとおりである。 

⑶ 検討会における審議検討 

検討会では、各ＡＤＲ機関からのヒアリングやアンケート調査等を行った上で、そ

れらを踏まえつつ、ＡＤＲの基本理念、手続き・組織運営等に関する規律、時効中断

効や執行力の付与等の法的効果の付与、専門家の活用等、ＡＤＲの共通的な基盤整備

に関する法制度について論点となるべき事項を整理し、2003年７月に「総合的なＡＤ

Ｒの制度基盤の整備について」を中間報告に取りまとめ、これに基づきパブリックコ
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メントを行った。 

検討会における議論は、ＡＤＲ分野に学問的蓄積も少なく理論的に整理した文献等

がなかったため、検討会の中で順次整理されてきた感がある。 

ことに、ＡＤＲ主宰者に求められる能力の分析は、それまで実務の中で漠然と考え

られていたが、○1 法的思考を通じた紛争解決能力（法的知識、争点整理能力、説得能

力）○2 紛争分野固有の専門的知識 ○3 心理学的手法を通じた話合い促進能力（コミュ

ニケーション技術、カウンセリング技術）と３点に整理して示され、日頃実務に追わ

れ考えることなく過ごしていたことを反省することも多かった。 

中間報告は、論点が41項目に及びほぼ尽くされていた。 

中間報告後に現実の法制化段階になって、委員間に共通理解がないことや意見の差

異が目立ってきた。ことに、ＡＤＲの公正性・適正性を確保するための手段として、

手続が適正であることを確認する制度（当初は事前確認制、後には認証制度）を設け

るべきかどうか、設けるとしたらどのような仕組みがいいかという点で、大きく異な

っていた。ＡＤＲに法的な効力を付与するとしたら、それは当然にＡＤＲが適正であ

ることを前提とすべきと考えられたが、そこにおいても委員間の意見は異なった（適

正であることの要件は不要という見解もあった） 

そのため一旦、2004年１月の第28回の会議をもって中断した。青山善充座長による

と、新しい制度が社会に定着するためには、○1 制度についての理解、○2 共感、○3 制度

の利用、○4 制度への参加の段階を経ると思われるが、ＡＤＲについては 初の段階の

「制度への共通理解」すらまだない状況で、検討会で拙速に進めてよいか悩みもある

ので、もう少し時間をかけたいと述べていた。 

再開後の第29回以後の検討会では、新たに認証制度の導入の是非を中心とした議論

が進められ、民間ＡＤＲの認証制度を導入することを視野に入れて検討を進めること

となった。 

基本的な枠組みとしては、①ＡＤＲ基本法を制定する、②基本法に認証制度を導入

する。ただ、認証はＡＤＲ機関の任意選択制とする。③認証の効果として一定の法的

効果を与えるものとする。ただし、執行力については一段高い要件を付加する（ 終

的には見送られた）。④専門家の活用については、主宰者は法に規定をおいて一定の緩

和（非法曹の参加）を図る。また、日弁連主張のように弁護士の共同又は助言が実質

的に担保されるよう、認証の要件の中で又は認証を受けた者の義務の中で具体的に検

討する（これが法６条５号になった。）、⑤認証制度は公的関与を 低限度に留めてあ

まり重いものにしない方向で、概ね集約が図られていった。青山座長からは、ＡＤＲ

利用者の利便性を中心に据えて検討を進めたいとの発言があり、暗にＡＤＲ機関ある

いはサービス提供者の視点を中心に意見を述べがちになる弁護士会関係者への牽制の

ようであった。 

検討会では、その後は比較的順調に進んだように記憶しているが、対立や議論に疲

れたこともあったのであろう。 

ＡＤＲ検討会は、前述のとおり、２年10か月に及ぶものであったが、毎回、隣接専

門職種団体（７団体位ある。）の幹部が複数名、必ず審議を傍聴しており、無言のパワ

ーを感じたが、審議会意見書が隣接専門職種のＡＤＲへの関与の可能性に言及したこ
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との効果は絶大であったと言える。 

⑷ 認証制度についてＡＤＲセンターから反対意見噴出 

ＡＤＲセンターでは、特に第二東京弁護士会の会員を中心に反対論が相次いだ。 

反対論は、そもそもＡＤＲは自由で融通無碍なもの、本質的に規制になじまない、

認証は自主性を損なう、認証は規制であり、認証制度を入れると認証ＡＤＲと非認証

ＡＤＲを差別する、非認証ＡＤＲの阻害・排除につながるという趣旨の意見が、古く

から仲裁センターに関与している弁護士から多く寄せられ、筆者は身内から集中砲火

を浴びた。 

日弁連としては、ほかの労働法制委員会や消費者委員会などからの意見もあって、

全体として検討会での方針に賛成していく方向となった。 

⑸ 法制化はまとまったが宿題や中長期の課題を残した 

これについては、法律制定時の衆参両議院における附帯決議があるが、その前に、

触れておくべきは、検討会終了後に発表された青山座長の異例のレポートである。同

レポートは、ＡＤＲに関する国民理解の増進、ＡＤＲ機関の質の向上、ＡＤＲ担い手

の育成等の課題を指摘するものである。 

検討会委員であった山本和彦一橋大学大学院法学研究科教授、三木浩一慶応義塾大

学大学院教授が、現在においても仲裁・ＡＤＲ学会を積極的に推進しているのは、Ａ

ＤＲ認知度向上のための活動であり、仲裁人協会において、担い手の質の確保・向上、

人材育成にも関与しておられる。事後的責務を務めておられることに敬意を表したい。 

 

３ 弁護士の助言ガイドラインを策定 

法６条５号に弁護士の助言が導入されたが、日弁連では、弁護士の関与の在り方につ

き、隣接専門職種団体からの弁護士助言の協力要請に備えて会として協力する際の基本

方針を「ＡＤＲ法第６条の「弁護士の助言」等を行う弁護士の推薦等に関するガイドラ

イン」にまとめた（2005年８月26日制定、2008年６月20日改称）。日弁連からみると、

ＡＤＲの適正性を確保するための当たり前の方針ではあったが、隣接専門職種団体から

みるとハードルは高いのであろう。隣接専門職種団体との交渉は、なかなか難しく、日

弁連との間において協定が成立している団体は、全国社会保険労務士会連合会（2008年

１月25日）及び日本行政書士会連合会（2008年３月26日）である。土地家屋調査士会や

不動産鑑定士協会は弁護士会と提携し、司法書士会は、弁護士会を経由せずに弁護士の

助言措置を講じた。独自の方法によったのは、各士業団体全体に参加を呼びかけて設立

した大阪弁護士会主導の民間総合調停センターである。 

法が想定する運用と実態は常に乖離がある。ただ、そこに面白味や発展の源がある。 

 

付録 

認証紛争解決事業者  （令和３年３月現在） 

総数  158件 （廃止・解散事業者９件を控除） 

弁護士会 ６ 司法書士会 31 社会保険労務士会 46 

土地家屋調査士会 26  行政書士会 18 

不動産鑑定士協会 １ 
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専門ＡＤＲの拡充活性化 
 

 

１ はじめに 

私が、第四代委員長として、在任したのは、2008年６月から2014年５月まで2であった。 

私の委員長就任の前年にあたる2007年４月１日に「ＡＤＲ法」3が、施行されたことも

あり、ＡＤＲの知名度が向上し、とりわけ行政が、その諸施策（「医療ＡＤＲ」（厚労省）

「地デジＡＤＲ」（総務省））、立法政令（「金融ＡＤＲ」（金融庁）「原発ＡＤＲ」（文科

省）「ハーグＡＤＲ」（外務省））等においてＡＤＲを広範に活用しようと試み、認証非

認証を問わず弁護士会ＡＤＲ自体またはその構成員が当該行政の諸施策等に関与する

形態の専門ＡＤＲを設立することになった。 

これらの専門ＡＤＲをその設立経緯、活動実績について、順次説明することとする。 

 

２ 「医療ＡＤＲ」（厚生労働省） 

日弁連ＡＤＲセンターは、2008年６月６日に、医療ＡＤＲ特別部会を設置し、医療Ａ

ＤＲに対する現在及び将来の需要に鑑み、全国８高等裁判所所在地近辺の弁護士会仲裁

センター等に「医療ＡＤＲ」を設置することとした。 

そして「医療ＡＤＲ」既設置会も含め、現在11弁護士会に「医療ＡＤＲ」を設置4する

などの実績を上げるとともに、各地弁護士会「医療ＡＤＲ」の代表が、厚生労働省の「医

療裁判外紛争解決（ＡＤＲ）機関連絡調整会議」の委員（構成員）となって2010年３月、

７月、11月、2011年６月、2011年10月、2012年３月、2012年９月、2013年３月の８回に

わたり、その実績発表を行って、マスコミ等各方面からの注目を浴びた。 

2015年４月22日には、７年に及ぶ「医療ＡＤＲ特別部会」の活動の成果の一端として、

「医療ＡＤＲシンポジウム」（「第19回全国仲裁センター連絡協議会」）（共催会 東京弁

護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会 テーマ「弁護士会医療ＡＤＲの役割」）

を開催して好評を得ることができた。 

東京三弁護士会、愛知県弁護士会をはじめ、各地弁護士会医療ＡＤＲは、その後も着

実に実績を重ねている5。 

 

 

2 第五代委員長及川健二先生（2014年６月１日～2015年12月18日）は、同年12月18日に儚くなられたた

め、同日以降2016年５月まで、私が委員長代行を務めることとなった。 

3 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（「ＡＤＲ法」）（平成16年法律第151号 2004年12月１

日公布 2007年４月１日施行） 

4 日本弁護士連合会ホームページ参照。 

 https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/adr/medical_adr.html 

5 「全国の弁護士会医療ＡＤＲの動向」「東京三弁護士会医療ＡＤＲ」等については、松井菜採「弁護士

会医療ＡＤＲのあゆみ～対話と相互理解に向けて」自由と正義2021年４月号16頁以下参照。 

 

第四代委員長 

渡部 晃 

（第一東京弁護士会）
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３ 「地デジＡＤＲ」（受信障害対策紛争処理事業）（総務省） 

2009年（平成21年）８月には、総務省及び社団法人デジタル放送推進協会（Ｄｐａ）

から日本弁護士連合会に対し、「地デジＡＤＲ」（受信障害対策紛争処理事業）の相談員、

調停員及び紛争処理運営委員会委員となる弁護士の推薦の依頼がなされ、日弁連ＡＤＲ

センターが中心となって、相談員・調停員候補者として全国各地の弁護士会からＡＤＲ

に精通した180名の弁護士と紛争処理運営委員会委員２名を推薦し、以後、2011年７月

24日のアナログ波停波にいたるまで、「地デジＡＤＲ」の事業を行った（東北３県福島、

宮城、岩手については、2012年３月まで事業を延長した）（2009年下期～2011年下期ま

で、問い合わせ件数2053件、相談件数588件、調停件数156件、応諾件数98件、和解件数

54件）6。 

 

４ 「金融ＡＤＲ」（金融庁） 

2010年10月１日施行の「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(2009年６月24日

公布）は「金融ＡＤＲ制度」を創設した7ところ、「指定紛争解決機関」の存在しない業

態の多数の金融機関や金融機関団体から、東京三弁護士会の「弁護士会仲裁センター」

等をはじめとして、各地の「弁護士会紛争解決センター」等に対し、「金融ＡＤＲ」に

関する協定書締結の申し入れがあり、日弁連ＡＤＲセンターは、これに対するサポート

を行って、各地弁護士会の「金融ＡＤＲ」の機能充実をはかっている（金融ＡＤＲに関

する金融機関からの協定申し入れ件数（団体も含む）は、2021年１月末段階で、902件

であり、協定締結数は、698件となっている）。 

2019年７月末現在で、東京三弁護士会と40弁護士会が「現地調停」8の協定書を締結し

て、現に「テレビ会議システムによる調停」を行っており9、20弁護士会が「移管調停」

 

6 日本弁護士連合会「仲裁ADR統計年報（全国版）」2011年度（平成23年度）版 49頁参照。 

 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/legal_aid/consultation/data/ 

statistical_yearbook2011.pdf 

7 金融ADR制度については、金融商品取引法のほか、銀行法、保険業法など16の業法において金融ＡＤＲ

に関する規定を新たに設け、金融ＡＤＲ制度を業法上の枠組みとして整備した。（施行期日2010年10月１

日）指定紛争解決機関が存在しない場合（第２種証券業者等、協同組織の金融機関〔信用金庫、信用組

合、ＪＡバンク、ＪＦマリンバンク、労働金庫など〕）には、弁護士会仲裁センター等が紛争解決措置と

して、内閣府令で列挙された。 

8 いわゆる「現地調停」とは、「東京三弁護士会以外の弁護士会所属の弁護士と東京三弁護士会所属の弁

護士が共に調停人となって、テレビ会議の方法等を利用して、上記東京三弁護士会以外の弁護士会の会

議室又は弁護士事務所において調停手続を実施すること」である（東京三弁護士会は、協同組織の金融

機関として、249信用金庫、146信用組合、14労働金庫、181一般社団法人ＪＡバンク相談所、103漁業協

同組合その他の団体（資金決済業協会51社、不動産証券化協会３社、日本暗号資産取引業協会26社）ほ

かの合計773社と契約関係に入っている）（2019年７月末現在）。 

9 「テレビ会議システムによる調停」（現地調停）の実例としては、渡部晃「弁護士会ＯＤＲの実際（テ

レビ会議システムによる遠隔地調停の実際）（金融ＡＤＲ）」ＪＣＡジャーナル67巻８号（2020年８月）

３頁参照。 
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の協定書を締結して、事件の「移管」10を実施している。「現地調停」及び「移管調停」

の両者又は一方の協定書を東京三弁護士会と締結している弁護士会は47会となってい

るから、東京三会を含めると、52弁護士会中50弁護士会が弁護士会金融ＡＤＲのネット

ワークに参加していることになる11（96.15％の参加率になる。）。 

 

５ 「原発ＡＤＲ」（文部科学省） 

2011年３月11日には、「東日本大震災」が発災し、膨大な数の死傷者と行方不明者を

だすとともに、福島第一原子力発電所が爆発した。日弁連ＡＤＲセンターは、東京三弁

護士会の「仲裁センター」等を中心に、「原子力損害賠償紛争解決センター（原発ＡＤ

Ｒ）」の組成に協力することとなった。仲介委員は、270名（2021年１月１日現在）であ

る。うち、224名が東京三弁護士会の弁護士、その余の46名が、関東10県会及び仙台弁

護士会等の弁護士であって、原子力損害賠償紛争審査会の特別委員（非常勤）である。

調査官（仲介委員を補佐する若手弁護士）は、103名（2021年１月１日現在）であり、

全員が弁護士であって、非常勤の和解仲介室職員である。 

2011年９月１日から2020年12月28日までの申立件数は２万6407件、既済が２万5692件

（全部和解２万562件、和解打切り2228件、取下げ2900件、却下１件、和解仲介をしな

い１件）、現在進行中715件となっている。 

2013年５月29日から７月２日まで、２件で約１万5000人超の申立があり（浪江町民集

団申立）、2011年９月１日から2020年12月28日までの申立人数（法人等団体を含む）ベ

ースで言えば、累計11万7090人にのぼるようである（「原子力損害賠償紛争解決センタ

ー活動報告書」原子力損害賠償紛争解決センター令和３年３月５頁参照）。 

また、2021年は、消滅時効の関係からか、2021年１月から同年５月31日までの申立件

数が、666件と激増している。 

一方、前記「仲介委員」団は、2011年９月１日（原紛センター事件受付開始日）に、

日弁連ＡＤＲセンター及び東京三会仲裁センター連絡協議会等の支援のもと、「原発Ａ

ＤＲ研究会」（代表渡部晃、代表代行鈴木雅芳、同加藤俊子（当初及川健二）、同本山正

人（当初河井聡））を発足させ、いわゆる「中間指針」（「東京電力株式会社福島第一、

第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」2011年８月

５日）等の検討や個別事案の検討を通じて、原発ＡＤＲ事件の解決のための研究を重ね

てきており、2021年３月22日時点で、原発ＡＤＲ研究会を117回、原発ＡＤＲ報告会（テ

レビ会議による地方配信）を34回行ってきた（合計151回）12。2021年４月以降も、年間

 

10 「「移管調停」とは「東京三会以外の仲裁センター等を設置してある弁護士会に両当事者の同意を得

て、係属事件を当該仲裁センターに移管すること」である。東京三会と個別金融機関と協定締結数は507

社であるから、東京三会は合計1,280金融機関と契約関係に入っていることになる（2021年１月末日現

在）。 

11 日本弁護士連合会「仲裁ADR統計年報（全国版）」2018年度（平成30年度）版 60頁参照 

 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/adr/statistical_yearbook2018.

pdf 

12 原発ADR研究会については、2013年3月12日の第42回の研究会以降、報告会については同年4月5日の第
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６回の原発ＡＤＲ研究会、２回の原発ＡＤＲ報告会を行う予定である13。 

 

６ 「国際家事ＡＤＲ（ハーグＡＤＲ）」（外務省） 

2012年３月にいたって、日本政府は、国会に対し、いわゆる「ハーグ条約」（「国際的

な子の奪取の民事上の側面に関する条約」）の締結についての承認を求め、同時に「国

際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案」を提出した（前者

については2013年５月22日国会承認、後者については、2013年６月12日可決、同月19日

公布・法律第48号）。 

「ハーグ条約」の国内法施行（2014年４月１日）に先立ち、外務省は、東京三弁護士

会等に対し、国境を越えた「子の移動」について、主として、子との「面会交流」を目

的としたＡＤＲ（テレビ会議システムを利用した国際間のＡＤＲ）のパイロット事業実

施の依頼を行った。 

東京三弁護士会は、2012年度及び2013年度の２年度にわたってこれを受諾して、この

事業の実施に取り組んできたところ、2014年４月から2015年３月までには、外務省の補

助を受け、東京三弁護士会、大阪（総合紛争解決センター）、沖縄で「国際家事ＡＤＲ」

本事業が実施され、東京三弁護士会及び大阪に９件のＡＤＲ案件（「面会交流案件」及

び「子の外国への返還案件」）の申立がなされ、そのうち５件が当該年度内に終了した

（残り４件は年度をまたいで継続中となった。）。終了した５件中、２件の和解が成立し、

３件で和解不成立となった。 

2015年４月からは、愛知県弁護士会が本事業に参加することとなり、2016年４月から

は、福岡弁護士会が本事業に参加することとなって、東京三弁護士会、大阪、沖縄と合

わせて合計７つの日本国内ＡＤＲ機関が本事業を扱うこととなり、継続案件を含めて

「国際家事ＡＤＲ」案件に取り組んでゆくことになる（2017年度以降は沖縄を除く６Ａ

ＤＲ機関となった）。 

ハーグ条約発効（2014年４月１日）から2020年12月末までの６年９か月の間に、54件

の国際家事ＡＤＲの申立てがなされ、18件について和解が成立した。 

2017年11月国際家事ＡＤＲ(ハーグ条約実施法第６条所定の「外国返還援助決定」が

なされたもの)で「日本初の子の返還に関する和解成立事例」（第一東京弁護士会）とな

った。４年間にわたり、「ハーグ事案の委託事業」を継続してきた外務省にとっても、「本

邦初の子の常居所地国への返還を合意内容とするＡＤＲによる和解事例」であった。 

また、この間に外務大臣が「外国返還援助決定」をした事案は131件で、うち98件に

ついて子の返還が確定もしくは実現、または子の不返還が確定して終結したが、６割強

が友好的解決（裁判所での調停または和解34件、裁判外での話合いによる解決29件）に

よる終結であった14。裁判外での話合いによる解決のうち、７件が国際家事ＡＤＲによ

 

11回の報告会以降、「文部科学省と原発ＡＤＲ研究会の共催」となっている。 

13 原発ＡＤＲについては、渡部晃「原発ＡＤＲ‐10年の軌跡」自由と正義2021年4月号31頁以下参照． 

14 外務省領事局ハーグ条約室「ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）の実施状

況（2021年1月1日）」https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100012143.pdf 
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るものであった15。 

また、この間、外務大臣が「日本国面会交流援助決定」をした事案についても、８件

が国際家事ＡＤＲにより和解成立に至った。このほかに、外務大臣が「外国返還援助決

定」をした事案について、国際家事ＡＤＲにおいて面会交流についての和解が成立した

件（上記「裁判外での話合いによる解決」に含まれない。）が３件ある。 

また、2015年度において、東京三弁護士会は、上記「ハーグ条約」に係る当事者間の

「二国間共同調停」（日本のＡＤＲ機関が外国のＡＤＲ機関と提携して行う共同調停）

に関する検討事業（パイロット事業）を外務省の補助を受けて行った。第一東京弁護士

会仲裁センターは、ドイツのハーグ事案を取り扱うＡＤＲ機関であるＭｉＫＫ16との間

で「二国間共同調停」の協定書の締結交渉を行った上、2016年２月11日に同協定書17が

締結された。 

日本のＡＤＲ機関が、ハーグ条約事案（「国際間の子の返還」と「面会交流」）のＡＤ

Ｒ実施目的で外国ＡＤＲ機関と協定書を締結することは、我が国では、もちろん初めて

のことであり、世界的にも希なことであった。 

2016年度においては、愛知県弁護士会は英国のＲＥＵＮＩＴＥ(ＡＤＲ機関)との間で

「二国間共同調停」の協定書を締結した（2018年度には、愛知県弁護士会はシンガポー

ルとの間でも「二国間共同調停」の協定書を締結した）。 

また、第一東京弁護士会仲裁センターにおいては、ＭｉＫＫとの「二国間共同調停」

第１号案件の和解あっせんが2019年度から2020年度にかけて行われ、無事和解が成立し

た。 

 

７ おわりに 

以上のとおり、私の在任期間中に設置された５つの「専門ＡＤＲ」のうち、「地デジ

ＡＤＲ」を除く４つのＡＤＲは、それぞれの領域でＡＤＲとしての機能を、十全に営ん

でいる。 

これらの「専門ＡＤＲ」は、今後ともその役割を果たしていくとともに、将来にわた

り、新規の専門ＡＤＲの設置に際して、重要な先例的役割18をも果たすであろう。 

 

15 蓑毛誠子「国際家事ＡＤＲ～ハーグ条約事案の和解あっせん～」自由と正義2021年４月号22頁以下参照。 

16 Mediation bei internationalen Kindschaftskonfliktenの略号である。 

17 協定書の表題は「Agreement on the Pilot Project regarding International Family Co-Mediation」

である。 

18 渡部晃「ＡＤＲの拡充」ＮＢＬ1143号（2019年４月１日)45頁、49頁参照。 

 山本和彦・青木一郎・垣内秀介・高畑敬信・藤田正人・藤原誠・渡部晃（座談会）「ＡＤＲ法10年－そ

の成果と課題」ＮＢＬ1092号４頁、29頁（渡部晃発言）参照。 
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ＡＤＲキャラバン 
 

 

 

１ 委員長になって、災害に直面する 

私が日弁連ＡＤＲセンターの委員長になった2016年は、４月に熊本県で連続地震が発

生したことから始まった。同年８月27日に熊本県弁護士会が熊本大学で震災ＡＤＲのシ

ンポジウムを開催されたので、熊本の地に赴いた。市内には数多くの「復興」の文字が

掲げられていた。私は「弁護士はどのようにして復興の手助けが出来るであろうか」と

考えた。弁護士は、建物を修理することは出来ない。怪我の手当をすることも出来ない。

しかし、「人間関係の復興」にはお手伝いが出来るかも知れない。関東大震災の際には

穂積重遠・鳩山秀夫・末広厳太郎ら法律家の大先達が、テント村での調停に当たられた。

弁護士は、災害の際こそ「人間関係の復興」に立ち上がるべきであろう。 

 

２ 災害王国・日本 

私の任期３年の間には、2016年の熊本連続地震に始まり、大阪北部地震、九州北部の

豪雨災害、西日本豪雨災害、北海道胆振地震等の災害が続いた。地震の少ない土地とし

て知られていた熊本や北海道胆振でも大地震が発生したので、火山列島・地震大国の日

本はどの地に於いて直下型の地震が起きても不思議では無いことを知らされた。また、

地球の温暖化の影響からか、日本の各地で豪雨の被害が発生する事態が続くに至った。 

東日本大震災の際には仙台弁護士会が震災ＡＤＲを立ち上げて、実に500件を超える

紛争の解決に当たった。熊本連続地震の際も熊本県弁護士会が仙台弁護士会の指導・協

力を得て、100件を超す案件の解決に当たった。いずれの地に於いても、ご当地の簡易

裁判所の調停よりも多くの案件を処理されたことが銘記されるべきである。解決額が30

万円程度という、いわば少額の紛争が解決されたことにも注目するべきである。 

 

３ あまねく土地に「法の支配」を 

第二東京弁護士会が「仲裁センター」を発足させた際のパッションの一つに「少額紛

争への法的救済」がある。これは世間のすみずみまで「法の支配」を行き届かせるとい

う理念につながると言えよう。司法制度改革審議会の2001年６月の意見書は、ＡＤＲを

紛争解決のための「裁判と並ぶ」魅力的な選択肢と位置付けたが、仙台や熊本での震災

ＡＤＲが果たした役割は、ＡＤＲがまさに「裁判と並ぶ紛争解決制度」として機能した

ことを示していた。 

全国52の弁護士会には、弁護士会ＡＤＲが設置されていない会が未だ多くある。災害

の発生後に災害ＡＤＲを立ち上げるためには弁護士会ＡＤＲが運営されていることが

大前提で、「災害が起きてから」は遅きに失する。 

 

 

 

第六代委員長 

山﨑 司平 

（第二東京弁護士会）
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４ ＡＤＲキャラバン 

「弁護士会ＡＤＲの設置」を目指して、未設置弁護士会にキャラバンに行くこととな

った。 初は2017年10月13日に岩手弁護士会に出かけた。東海林利哉会長（当時）が日

弁連との意見交換会を開催する決断をしてくれたのである。日弁連からは、増田卓司事

務局長・仙台弁護士会の豊田耕司委員と斉藤睦男幹事と委員長の私が参加した。２つ目

は千葉県弁護士会で、平成30年２月16日に意見交換会を開催した。長野県弁護士会でＡ

ＤＲを立ち上げてくれた江口伸介委員（当時）にも出席をお願いして、立ち上げの状況

を語って貰った。 

岩手弁護士会も千葉県弁護士会も、その後にＡＤＲを立ち上げた。千葉県では、直前

の台風の被害に関する紛争も処理することとなった。 

私は、声がかかればどこにでも行きます。是非、声をかけて下さい。 

 

 

－委員コラム－ 
 

これからの弁護士会ＡＤＲの２０年に向かって 

岡部 友和（福岡県弁護士会） 

私が福岡県弁護士会の紛争解決センター運営委員会に参加するようになったのは、2009年からで

ある。既に福岡県弁護士会紛争解決センターが2002年に開設されてから７年が経過していたが、当

時から現在まで、申立件数が伸び悩んでいることや、申立件数を増加させる為に何をすべきかにつ

いては、常に検討課題として問題に挙がっている。 

これは、福岡に限らず全国的に見ても同様と思われ、一部の先進会を除き、申立件数が伸び悩ん

でいる状況は各地で報告され、全国仲裁センター連絡協議会や実務懇談会においても、申立件数を

増加させる為の方策が一つのテーマとして議論されることもあった。 

この問題は、しばしば広報の必要性とセットで議論されるが、一般的にどの会も、研修会の実施

や、成立事例の報告など、成功体験の共有の為の方策は行われているはずである。私自身も、紛争

解決センターの運営委員の一員として、研修会の企画や制度の広報等を行ってきたが、研修会の実

施で申立件数が増えている感覚は必ずしもない。 

それでは、申立件数が多い会と少ない会の違いはどこにあるのか。それは、抽象的な表現かもし

れないが、やはり各運営委員のＡＤＲに対する情熱や熱意の違いであり、その情熱が弁護士会の他

の会員に浸透しているか否かによると思う。 

これは、今般の編集委員として多くの原稿を拝見し、その文面からひしひしと伝わってくる弁護

士会ＡＤＲ立ち上げに携わった多くの先輩方の御苦労や、全国各地に弁護士会ＡＤＲを拡充するべ

く東奔西走された歴代の委員長の情熱を知る中で、自分自身の今までの弁護士会ＡＤＲに関与する

活動を振り返った時、自戒の念として確信に変わった（尚、これはあくまで私自身の自戒の念であ

る）。 

自分自身が弁護士会ＡＤＲを積極的に利用しているか、自分自身が本当に他の弁護士に勧めたい

制度を作る為に活動しているか、改めて弁護士会ＡＤＲの設立や拡充に携われた先輩方の思いを胸

に刻み再確認したい。 

既に多くの先輩方が弁護士会ＡＤＲの確たる土壌を作っていただき、これからの弁護士ＡＤＲの

未来を担うべきなのは自分達である。 

これからの弁護士会ＡＤＲの20年を形作るべく、ＡＤＲを楽しみながら、努力したい。 
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弁護士会ＡＤＲの課題 
 

 

１ はじめに 

2019（令和元）年度から日弁連ＡＤＲセンター（以下「当センター」という。）の委

員長を務めている斉藤睦男です。ＡＤＲに携わるようになったのは、所属する仙台弁護

士会（以下「仙台会」という。）がＡＤＲについて検討を始めた2003（平成15）年から

なので19、あしかけ18年になります。この間、第二東京弁護士会（以下「二弁」という。）

の山﨑司平弁護士や愛知県弁護士会（以下「愛知会」という。）の渡邉一平弁護士はじ

め多くの先達から薫陶を受けＡＤＲに関する経験を積み重ねてきました。その経験をも

とに、半ば私見にわたるものですが、弁護士会ＡＤＲが直面している課題を中心に書か

せていただきます。以下、文中での敬称と肩書を略します。 

 

２ ＜ＡＤＲは楽しい＞を実現する 

各弁護士会のＡＤＲセンター運営委員のみなさん、改めて今＜ＡＤＲは楽しい＞です

か？ この１年間に１件でも弁護士会ＡＤＲセンターを利用しましたか？ あっせん

人を経験しましたか？ 

二弁の原後山治（1926-2008）の口ぐせが＜仲裁は楽しい＞だった。2016年には山﨑

司平が「仲裁は楽しい－その２」を打ち出している20。しかし、いま本当に＜ＡＤＲは

楽しい＞と言える弁護士はどれだけいるだろうか。ＡＤＲセンターの委員自身がＡＤＲ

の良さを確信しておらず、「ＡＤＲはめんどうな会務の１つ」くらいにしか思っていな

いのではないか。 

当センターが毎年発行している仲裁ＡＤＲ統計年報（以下「統計年報」という。）に

よれば、2000年度（平成12年度）頃から現在までの20年間、全国の弁護士会ＡＤＲセン

ターの年間の総申立件数に大きな変化はなく、毎年度1000件前後にとどまっている。

地・簡裁の民事調停事件の申立件数は減少傾向にあるとはいえ全国で年間約３万件、家

裁の家事調停事件に至っては年間約14万件もある。他方、弁護士会ＡＤＲの潜在的利用

者と言える弁護士人口は、日弁連の統計値によれば、2000年度の約17,000人から2020年

度の約41,000人へと約2.4倍増加している。 

弁護士会ＡＤＲの利用件数が年々増えていってよさそうなのに、件数的には横ばいで

あり、司法型ＡＤＲである民事調停や家事調停の件数には遠く及ばない。弁護士会ＡＤ

Ｒが裁判や調停に代わる有力な選択肢となっている、とはとても言い難い現状がある。 

それでは、どうしたら良いのか。 

＜ＡＤＲは楽しい＞と思えないのは、成功体験がないからである。成功体験を得るに

 

19 仙台弁護士会のＡＤＲセンターである仙台弁護士会紛争解決支援センターが発足したのは2005（平成

18）年４月である。 

20 第二東京弁護士会発行『二弁フロンティア』2016年６月号。 

 

第七代委員長 

斉藤 睦男 

（仙台弁護士会） 
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は、年間30件の申立事件を獲得することだ。30件の申立事件があれば、そのうち10件で

和解が成立する（統計年報によれば2019年度の「（申立）受理事件数 対比 解決率」の

全国平均が33.８％なので、申立30件×33.８％≒和解10件となる）。 

物事は数だけで評価できるものではないが、組織が「健康体」として維持される 低

限度の数値目標はあって良いことだと思う。年間10件の成功体験があれば、ＡＤＲの醍

醐味が味わえて＜ＡＤＲは楽しい＞という思いがわき、さらなる意欲と創意工夫が生ま

れ、そのＡＤＲセンターは必ず発展していく。 

 

３ 年間30件の申立を獲得するには～ＡＤＲは制度ではなく運動である 

統計年報の2019年度の申立件数の数値をみると、現在ＡＤＲセンターを有している35

弁護士会のうち28弁護士会が年間30件未満である21。 

しかし、熱意と創意工夫に溢れる運営をしている弁護士会が現れはじめている。埼玉

弁護士会（以下「埼玉会」という。）は2017年度に29件（前年度は10件）を獲得し2020

年度にはついに年間30件超えを果たした。広島弁護士会（以下「広島会」という。）は

2018年度に44件（前年度は６件）を獲得し、千葉県弁護士会（以下「千葉会」という。）

は2019年10月に開設してその後の半年間に66件の申立を受理した。広島会と千葉会は後

に述べる災害ＡＤＲの対応賜物という側面があるが、埼玉会を含め＜ＡＤＲは楽しい＞

という躍動感が感じられる弁護士が委員長等の責任者になったことが見逃せない22。パ

ッションを持った人の周りに輪ができ、輪が広がるのである。彼ら・彼女らの試行錯誤

に満ちた経験からノウハウを学びインスパイアされるような研修の機会を作りたいと

思う。 

次に、ＡＤＲに関する 新情報の共有化が大事だ。2019年度から当センターの全体会

議の中で次のミニ企画を実施した。 

2020年２月 ＯＤＲ学習会（講師；第一東京弁護士会・森大樹幹事） 

2020年８月 発足後間もない千葉会からの一般・災害ＡＤＲの報告 

2021年２月 リモートＡＤＲ実施中の弁護士会８会からのアンケート結果報告 

弁護士会ＡＤＲを運営する上で関心が集まるトピックスに焦点を当てた企画を今後

も実施していきたい。 

＜ＡＤＲは制度ではなく運動である＞とは二弁の大川宏の言葉である。裁判所は事件

を待っているだけで良いのに対し、弁護士会はＡＤＲの魅力を内部にも外部にも発信し

事件を引き寄せる動きが必要である。ＡＤＲは、新しい法文化なのであり、それを根づ

かせる運動がなければ地歩を築くことができないからである。年間30件の申立てを獲得

するため当センターも可能な限り「運動体」の母体となる必要がある。 

 

21 2019年度の申立件数が30件以上の弁護士会は、多い順に、愛知会（西三河支部と合わせて）204件、

大阪弁護士会（民間総合調停センターとして）166件、仙台会133件、二弁86件、東京弁護士会83件、千

葉会66件、岡山弁護士会38件である。それ以外はすべて30件未満になっている。ただし、入江秀晃・九

州大学准教授は「年間10件程度の申立でも続けるのは相当大変である」と指摘している（「月間司法書

士」2019年9月号）。 

22 埼玉会は三輪貴幸、広島会は谷脇裕子、千葉会は並木優の各弁護士。 
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４ 災害ＡＤＲの推進23、24と未設置会の解消 

大規模な震災や災害が起きると、それらに起因する問題が集中的かつ大量に発生する。

震災・災害時の法律相談の中には、紛争性を有し、弁護士による解決を被災者が望む事

案が必ず出てくる。隣地との間のブロック塀が地震で倒れ、隣家の駐車自動車を傷つけ

てしまい、修理代50万円を請求されているが、どうしたらよいか・・・等など。そのと

き＜相談から解決へ＞というスキームを担うのが災害ＡＤＲである（地震災害は「震災」

と呼ぶことが多いが、「災害」に含めて表現する。）。災害ＡＤＲは、法律相談とともに

弁護士会の災害対策の車の両輪となる重要な手段である。 

災害ＡＤＲには一般ＡＤＲにはない特色がみられるが、簡易・迅速性、柔軟性、公平

性、機動力、少額事件対応力等は、通常の弁護士会ＡＤＲがもともと持っている特長な

のであり、それが 大限に発揮されるように制度設計されたのが災害ＡＤＲである。そ

の意味で決して特殊なＡＤＲではない。1995年１月17日阪神・淡路大震災の際には地元

の神戸弁護士会（現・兵庫県弁護士会）にＡＤＲセンターがなかったため災害ＡＤＲの

立ち上げまでに３か月を要した。それが2011年の東日本大震災時に仙台会は震災ＡＤＲ

を震災から40日後に立ち上げている。既に弁護士会にＡＤＲセンターが存在しているこ

とで、弁護士会の災害対策の両輪の１つが、より早く・より確実に・より力強く回り出

す。 

日本は災害の国である。しかも大災害が日本各地で毎年のように起きている。災害Ａ

ＤＲがすぐに発動するにはそこそこ実績を積んだ活力のある弁護士会ＡＤＲセンター

が存在することが不可欠である。熊本県弁護士会は2016年４月の熊本地震の後に震災Ａ

ＤＲを立上げ奮戦したが、同弁護士会のある会員があるシンポジウムの閉会のあいさつ

で「わが弁護士会に（もともと）ＡＤＲがあって良かった。」と述懐されたことが印象

に残っている。 

さらに、福岡県弁護士会や和歌山弁護士会のように、地元の県や市町村との間で、災

害時の弁護士会ＡＤＲの会場提供等について自治体が協力する旨の協定を締結してい

るところもある。 

けれども、全国52の弁護士会のうちＡＤＲセンターを設置している会は35会にとどま

る（そのうち20会では災害ＡＤＲの準備ができている）。17の未設置会の中から１会で

も多く弁護士会ＡＤＲセンターを立上げ災害に備えることが今求められている25。 

 

５ 法制面への注力 

当センター及びとりわけ東京の三弁護士会は、新しい法制度に伴うＡＤＲの設置と運

営に対し多大な貢献をなしてきた。地デジＡＤＲ、金融ＡＤＲ、原発ＡＤＲ、国際家事

 

23 2019年9月13日熊本市で災害ＡＤＲをテーマに開催した第23回全国弁護士会ＡＤＲセンター連絡協議

会において、災害ＡＤＲを推進するための提言を採択した。 

24 「自由と正義」2021年４月号掲載の「震災・災害ＡＤＲの躍進とリモートＡＤＲの展望」も参照され

たい。 

25 余談ながら私は渡邉一平（愛知会）の後を継いで「ＡＤＲの伝道師」と呼ばれている。いつでもどこ

へでも「伝導」に参りますので是非呼んでください。  
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ＡＤＲ等である。これらについてはそれぞれの分野の第一人者が本書で執筆している部

分を参照していただきたい。 

また、2020年度以降、民間ＡＤＲ機関での和解合意に対する執行力の付与（仲裁法・

ＡＤＲ促進法の改正などを伴う）の問題が急浮上し、当センターのバックアップのもと

法務省に審議委員を送り込んでいるが、こうした立法面での注力も今後ますます必要と

なってくると予想される。 

 

６ おわりに～臨床法学の創造 

2019年６月この年度の第１回当センター委員会で私が当センターの委員長に就任し、

東京から仙台へ帰る東北新幹線の中で読んでいた本26に、 

＜真剣に生きられた些事。その連続が人生である。＞ 

＜すべての人が、いまある場所で、「情熱をもって物事を問う」こと＞ 

というまたとない言葉に出逢いました。このスピリットの延長線上にあり、創造したい

と思っているのが＜臨床法学＞です27。訴訟には要件事実論と立証責任論を中核とする

訴訟法学がある、これに対しＡＤＲにはＡＤＲのための法学があって良い、それこそが

臨床法学と呼ぶべきものです。先に、弁護士会ＡＤＲの活力は人から生まれる、という

ことを述べました。それはパッションです。パッションの波が通時的にも拡がれば良い

のですが、いかんせんパッションは属人的なものです。そのため、よくあることですが、

ＡＤＲセンターを情熱を持って立ち上げた第一世代がリタイアすると、とたんにその弁

護士会のＡＤＲ申立件数が低落してしまいます。それを回避するには、ＡＤＲで培われ

た暗黙知を可視化し理論化していく取組が必要であり、それによって＜ＡＤＲは楽し

い＞という主題の、属人的なパッションに頼らない継承と発展が可能になるはずです。

そのためのツールが＜臨床法学＞の創造です。 

「個別の事例の中に普遍がひそんでいる」というのが＜臨床法学＞の基本的な視座で

す。事例研究会が 良の研究の場になります。 

是非一緒に＜臨床法学＞をつくり上げていきましょう。 

 

 

26 森田真生「数学の贈り物」ミシマ社、2019年３月、43・108頁。＜臨床法学＞に関心を寄せる谷脇裕

子（広島会）に薦められて読んだ。 

27 仙台弁護士会会報に2020年９月号から＜臨床法学＞試論を隔月に連載中。既発表分のタイトルだけ示

す（ご希望があればすぐ送ります）。第８回まで連載し完結の予定。 

 第１回＝出会いと＜臨床法学＞の定義 

 第２回＝「わかりあえる」とはどういうことか 

 第３回＝因果律からの解放 

 第４回＝自由意思と自己責任からの解放 

 第５回＝改めて「２.５人称の視点」をめぐって 

 第６回＝当事者による「２.５人称の視点」の獲得 
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現場から学ぼう、現場の声を聞こう 

・・・実務懇談会を提案した理由 
 
 

１ ＡＤＲとの関わり 

⑴ 1990年、パイオニアである第二東京弁護士会により日本で初めての弁護士会ＡＤＲ

「第二東京弁護士会仲裁センター」が開設された。これが火付け役になり大阪、新潟、

東京、広島、横浜、第一東京と続いた。 

名古屋弁護士会あっせん・仲裁センター（現愛知県弁護士会紛争解決センター）は

1998年４月、全国で11番目の弁護士会ＡＤＲとして開設された。開設できたのは第二

東京弁護士会ほかの先進会から一から十まで教えていただいたおかげで深く感謝して

いる。 

幸い当会センターは広報がうまくいき、特に弁護士に広く利用されて受理件数が伸

び、建築紛争や医療紛争など特殊事件も成果を上げた。 

⑵ 2001年日弁連ＡＤＲセンターが設置された。私は副委員長として第１部会を担当す

ることになった。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（以下「ＡＤＲ法」）」

制定が検討され、また自然発生的に生まれてきた弁護士会ＡＤＲが続々と全国の弁護

士会に開設されつつあった時期であり、ＡＤＲセンターの設置は時代の要請にこたえ

るものであった。 

⑶ 第１部会は、各単位弁護士会ＡＤＲの発展向上や情報収集・連絡、全国展開のため

の勧誘や支援を行う部会であった。各地の弁護士会ＡＤＲを活性化し全国に弁護士会

ＡＤＲを広めなさいというわけで私の役目は営業部長であり宣伝部長であった。 

第１部会は、設置の趣旨に沿い、既設置会のＡＤＲ活性化、未設置会への設置勧誘

や設置支援を行った。チームをつくり、各弁護士会ＡＤＲの支援や設置の動きの情報

収集、設置の支援をした。私も講師の依頼があると全国行脚した。札幌、仙台、山形、

神戸、岡山、福岡、熊本、鹿児島。役得としては各地の美味しい料理で美味しい酒が

呑めたし友達が出来たこと。旅行に行くときは、電話一本でおすすめの店を紹介して

もらえる。 

⑷ 第二東京弁護士会が崇高な使命感で独力で開催しておられた全国仲裁センター連

絡協議会はＡＤＲセンターが引き継ぐことになった。持ち回りで担当弁護士会が担当

した。協議会は重要問題を意見交換する場になりレベルも非常に高くＡＤＲ発展に寄

与した。 

 

２ 実務懇談会を提案した理由といきさつ 

⑴ 協議会は、理論的な問題、例えばＡＤＲ法の状況とか和解の技法、専門家との提携

等を協議する場である。弁護士会ＡＤＲの現場に起きてくる実務的な問題を弁護士会

ＡＤＲの運営担当者や事務局職員が本音で意見交換する場も必要ではないかと考え

たのが実務懇談会を始めたきっかけである。 

⑵ ＡＤＲは機関であり経営体である。理論だけではやっていけない。運営していると

 

 

渡邉 一平 

（愛知県弁護士会）
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解決しないといけない問題が毎日出てくる。受付、苦情対応、事件記録、事件の配転、

部屋、苦情処理、守秘義務、広報、財政（手数料、報酬・日当）などなど。 

利用者は事務局に来られる。対応が必要だが、委員会は時々開催されるだけであり

毎日対応する組織ではない。結局、組織運営を現実に担うのは事務局である。これま

で参加の機会がなかった事務局職員に参加してもらい現場で起きる問題、実務の問題

を協議する場が必要でないか。 

⑶ ＡＤＲセンター設置３年目の2005年度第１部会方針で、実務懇談会の開催を取り上

げ企画としてまとめ全体委員会に提案したところ賛同いただき開催が決まった。 

 

３ いよいよ第１回実務懇談会 

⑴ 2006年２月10日第１回実務懇談会が開催された。設置検討中も含め20の弁護士会が

参加。事務局職員が多数参加した。 

⑵ テーマは「窓口（受付）に寄せられる困った問題への対応」と「財政問題」 

あらかじめアンケートを送っておき回答の集計を報告者が報告し、その後司会から

指名して発言してもらう、意見があれば随時発言してもらうというやり方で進めた。 

① 困った問題 

・妄想癖の方・アメリカ大統領に対する申立：「呼び出しに応じてくれる可能性が

ないと説明したらあっさり引き下がってくれたがどうしようもない場合は１時

間でも話を聞く覚悟で臨む。」 

・法律相談との違いの説明・対処、申立書の書き方が分からない方へのアドバイス：

「張り付き」など弁護士が待機する会もある。分かりやすい書式、チェックを入

れれば申立書ができるなど書式の工夫。法律相談前置を取るかどうかにも関わる

問題である。 

・当事者同士のトラブル、仲裁人に対する不信、待合室の確保 

・申立書を送らない場合、住所を教えない場合は：ストーカー、男女間紛争で事例

あり。申立書の内容が解決に妨げになると判断し送らないケースもある。 

・記録謄写の可否：相手方の同意を得る会、妥当性を判断し許可する会。 

・和解の履行確保：なるべく分割払いを避け履行問題を残さない和解、履行勧告書、

即決和解の併用など 

事務局職員が非常に活発に発言されたのはうれしかった。現場で実際に起きる問

題ばかりで発言には重みがある。創意工夫で解決された事例が沢山紹介された。 

② 財政問題（利用手数料） 

会により相当違うが、総じて利用者に負担してもらう手数料は利用しやすいよう

に抑え、一方仲裁人への日当・報酬はボランティア精神に頼り低くしている。期日

手数料を定めている会からは利用者から期日毎に手数料を払って貰うのは難しい

実情が述べられた。他会の制度・金額・実情が分かったと思う。 

 

４ ２回目以降15回まで 

⑴ 以後、実務懇談会は、2005年（第２回）から2019年（第15回）まで開催されてきた。

少しだけ紹介する。 
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⑵ 記録管理をどうやっていますか（第２回、なお、第８回も同趣旨） 

事件記録の作成・管理はきちんとできて当たり前、何か問題があれば大事である。

裁判所の記録作成・管理が大変参考になるが、いざやってみると大変である。 

・ファイルの工夫・・・カラーの仕切りで分類しやすくする、リングフィルで後か

らでも該当箇所への綴り込みをしやすくする。 

・ダブルチェック体制：記録管理不備問題の反省から当番を決めて定期的に記録を

チェックすることにした（愛知県）。 

どんな問題が起きたか差支えない範囲で教えてくださいとの質問が出た。事務局が

交代し引継ぎの際記録の不備が判明、あるべき書類がなかったり、出すべき書類が出

されていなかったりした。担当者だけに任せっきりだと事件数が急に増えた場合管理

が追い付かないことになると猛省し対策を取った。 

・保管場所、事務局保管記録と仲裁人用記録の関係、守秘義務、外部漏出のリスク

への対処方針、閲覧謄写に対する方針、裁判所などからの照会に対する対応など

事件記録に関する問題は大変多い。 

記録管理は日常業務であり、担当者に任せるだけでなくマニュアル化が必要という

のが一つの結論だった。個人情報保護体制の確立も重要課題と再認識した。 

⑶ 「苦情処理」「受付で困った問題」。同じテーマが繰り返し出てくるがマンネリでは

ない。極めて重要で切実なテーマであるので繰り返し出てくるのであり、永遠の課題

なのである。参加者も変わっていくので新しい参加者には新鮮である。 

⑷ 「認証への対応」や「災害ＡＤＲ」といった新しく生じたテーマも取り上げられた。 

阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨・・・。全国で頻発する災

害に対する弁護士会の取り組みとして災害ＡＤＲは重要な制度になっている。 

 

５ 今後についての希望・・・特に懇親会について 

⑴ 2020年（第16回）は残念ながらコロナ禍のため中止された。 

⑵ コロナ禍で社会も弁護士会も大きく変わった。ＩＴ化はますます進むだろう。リモ

ートＡＤＲの導入。これに対する事務局の対応は目の前に迫っている。 

⑶ ＡＤＲは様々な紛争解決に多様化していく時代になってきた。現場の意見交換を行

う必要はさらに大きくなっている。今後も実務懇談会は是非継続していってほしい。 

ＷＥＢ会議を活用することは、交通費の削減や移動時間の短縮で大きなメリットが

あるがリアルの会議と違いコミュニケーションが図りにくい欠点がある。活発な意見

交換ができるようにするのはどうすればいいか。難しい課題だが解決してほしい。 

⑷ 人と人が実際に顔をあわせ話し合うことはＷＥＢだけで代替できるものではない。

特に懇親会（２次会）。 

懇親会では、懇談会では時間の制約で議論が尽くせなかった問題を改めて話しあう。

会議ではなかなか本音は言いにくい。なかなか分かってもらえない利用者、やりっぱ

なしで苦労を知らない弁護士、難しい仲裁人への対応。懇親会の価値は、本音、グチ

が言えるところにあり何物にも代えがたい。 

早くコロナ禍が終息し、実務懇談会と懇親会が開催できる日が来ることを祈る。 
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ワンストップＡＤＲ～大阪の試み 
 

 

１ はじめに 

大阪弁護士会では1990年から、示談・あっせん・仲裁センターを設立して係争額200

万円以下の少額の民事事件について示談・あっせんを中心として運営してきていた。 

この組織は、当時、既に先行して運営していた第二東京弁護士会を参考にして発足し

たものである。 

その後、なかなか申立件数が伸びない状態が続いていたところ、1995年１月の「阪神

大震災」が起こり、借地借家問題、土地の境界問題が多数発生した。 

これらの問題の解決のためには、短時間でかつ安価での解決が必要であった。 

また、これらの問題を解決するためには、弁護士の知識だけでは解決が難しいと判断

し、司法書士会、不動産鑑定士会、土地家屋調査士会にも呼びかけて、それぞれの専門

知識を生かしてもらい、広く近畿弁護士連合会管内の弁護士会を中心として、事案の解

決をはかってきた。 

その折には、第二東京弁護士会からは運営資金の援助も頂いた。 

このような経験も踏まえ、たまたま私が1996年度の大阪弁護士会の副会長となりセン

ターの運営委員会の担当となったことから、当時、既にセンターの改革を検討していた

山田庸男弁護士（2009年度会長）、小寺一矢弁護士（2008年度会長）らとともに改革案

を策定した。 

改革案の主要な点は、①係争額の上限（200万円）を撤廃する。②各士業の専門知識

等を生かすために専門員制度を設ける、ということであった。 

この改革案に対しては、弁護士の業務を減らすことになるのではという危惧を抱く会

員もいたが、何とか理解してもらい、改革をすることができ、これを機に名称を「民事

紛争処理センター」と改めた。 

もっとも、この改革にもかかわらず、申立件数はなかなか伸びなかった。 

 

２ 司法制度改革審議会の 終答申とＡＤＲ法の成立 

2001年６月に「司法制度改革審議会」の 終意見が出され、「裁判外の紛争解決手続」

を推進すべきだという答申がなされた。 

これを受けて、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（いわゆるＡＤＲ法）」

の制定の検討がなされた。 

この法律の制定に当たっては、日弁連ＡＤＲセンター運営委員会の中で議論が分かれ、

東京三会の委員を中心に「現在各弁護士会でやっている方式で何ら支障はない」という

意見、特に同法案では法務省の監督を受けることとなることに対する反対意見が根強く、

法律の制定を不要とする意見が出された。 

一方でその余の弁護士会の委員には、法が制定されることによって、市民にＡＤＲを

広めることになるとともに法に基づく認証を受けることによって、利用者に信用と安心

 

 

比嘉 廉丈 

（大阪弁護士会）
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感を与えることになるとして賛成の意見を表明する委員が多かった。 

結局、多数決の結果、日弁連としても、法案の成立に賛成することとなった。 

ちなみに、参議院で行われた公聴会には、当時の大阪弁護士会の民事紛争処理センタ

ー運営委員会の委員長であった小原正敏弁護士が出席した。 

 

３ 日弁連ＡＤＲセンターでの議論 

その後「ＡＤＲ法」が成立するところとなったが、認証基準である「専門性」と「弁

護士関与」に関してＡＤＲセンターの中で議論が紛糾した。 

「専門性」は弁護士法72条の問題とも関連し、「弁護士関与」は、関与の方法、程度

等をどう考えるかで意見がまとまらなかった。 

そういう中で、大阪弁護士会では既に弁護士会と土地家屋調査士会との協働で「境界

問題センター」という組織を設けてＡＤＲを実施しており、このことがヒントになって、

当時大阪弁護士会の会長（日弁連副会長）であった小寺一矢弁護士と相談し、大阪では、

弁護士会の「民事紛争処理センター」を廃止し、各士業等と協働でＡＤＲを創設しよう

ということになった。 

この方式であれば、専門性、弁護士関与の問題をクリアできるし、市民等にとっても、

どのＡＤＲ機関へ申し立てればよいかを迷うことがなくなると考えた。 

 

４ 各士業への働きかけ 

そこで、まず、弁護士会の常議員会でこのことを諮ったところ、特別な異論もなく、

賛同を得た。 

次に各士業の賛同を得る必要があったが、その当時、各士業は「職域の拡大」を目的

とし、その布石として、単独でＡＤＲを設立することを検討していた。 

ところが、どの士業も単独でやる場合、「専門性」、「弁護士関与」、「人」「場所」「カ

ネ」で議論がまとまっていなかった。 

そこで、弁護士会で考えた案であれば、これらの問題を解決することができることを

説き、各士業で検討してもらうこととした。 

たまたま、当時、私が「業務改革委員会」の委員長を務めていたこともあり、各士業

の主要なメンバーと顔見知りであったことから、各士業の理事会等に出席させてもらっ

て説明をする機会を与えてもらった。 

その場で特に強調したのは各士業とも「社会的使命」を負っているので、一緒に「社

会貢献」としてこの組織を作りましょうということを申し上げた。 

また、このような組織を作ることによって、市民等に対し、専門性を気にせず、「ワ

ンストップ」でのサービスを提供できることを述べた。 

 

５ 組織立ち上げのための弁護士会での検討 

そのような状況で、まず弁護士会として、プロジェクトチーム「総合紛争解決センタ

ー構想」を作り、2006年９月１日にＰＴを発足させ、このＰＴを中心に弁護士会長宛の

「意見書」を2007年３月に提出した。 

この意見書では、各隣接士業団体の動向も踏まえ、各士業に主要な利用者側として予
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測される公共団体、経済団体を加えて設立協議会の設置の必要性を述べた。 

組織の形態としては、ＡＤＲ法に基づく認証を得るとともに公益社団法人又は公益財

団法人とするべきであるとした。 

また、取扱分野については、各士業の専門性を集約することから、民事全般とするべ

きであるとした。 

さらに、参加を求める団体としては、次のとおりとした。 

① 各士業等団体 

司法書士会、土地家屋調査士会、不動産鑑定士協会、弁護士会、行政書士会、公

認会計士会、税理士会、建築士会 

② 医師会、歯科医師会、社会福祉士会、宅建業協会 

③ 大阪商工会議所、関西経済連合会 

④ 地方公共団体（府・市町村） 

 

６ 関係各団体等への働きかけ 

関係各団体等を訪問して、構想の趣旨説明をするとともに、構想に賛同してもらえそ

うな50の各団体等に対し、2007年４月に、弁護士会会長名で、「総合紛争解決センター

（仮称）協議会設立について」という文書を送付して参加を呼び掛けた。 

その結果、20の団体の参加の賛同を得、 

① 同年５月に、「総合紛争解決センター構想設立準備会事務局会議」を設置し、2008

年９月までに合計13回の会議を開催 

② 2008年10月にセンター設立準備協議会を設置し、４回に亘って会議を開催 

③ 同設立準備協議会では、 

(ア) 総務部会  法人設立等の検討 

(イ) 運営部会  申立書の書式の作成等を検討 

(ウ) 財務部会  予算編成等 

(エ) 広報部会  パンフレット、ポスターの作成等 

(オ) 研修部会  和解あっせん人候補者の研修等 

の各部会を設立し、参加に賛同した各士業等の各団体にそれぞれ人を派遣してもらった。 

その後、直ちに、和解あっせん人候補者の研修を開始し、４回に亘って、裁判所の調

停委員経験者を中心とする弁護士等に各士業等へ出向いてもらって研修を行った。 

 

７ 法人の設立 

2008年12月始めの第３回設立準備協議会において「定款、規則」の確定を行い、１月

13日の社員総会に向けて、12月中旬に法人登記・理事の選出を行った。 

定款で定めた事項は、次のとおりである。 

⑴ 名称「一般社団法人総合紛争解決センター」 

⑵ 目的「 この法人は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づく、裁判

外紛争解決機関として、専門性を持った士業団体を中心に、国、地方公共団体、経済

団体等の各種団体が参画し、運営及び手続を協働して行い、市民にとって裁判と並ぶ

魅力的で利用しやすい裁判外紛争解決手続を提供し、もって市民の権利利益の適切な
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実現に資することを目的とする」 

⑶ 事業 

(ア) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する裁判外紛争解決機関の組織運営 

(イ) 民事に関する紛争にあっての和解あっせんの実施 

(ウ) 民事に関する紛争(離婚及び離縁を除く。)についての仲裁の実施 

(エ) 広報活動 

(オ) 裁判外紛争解決事業に関する書籍及び印刷物の企画、出版及び領布 

(カ) 国、地方公共団体、その他各種団体等との連携による前各号に掲げる事業の

推進のための活動及び連絡協議 

(キ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

⑷ 会員の種類 

① 正会員  毎年、年会費及び負担金を拠出するとともに和解あっせんを派遣す

る団体 

② 準会員  協力金として、１口金10万円以上を拠出する団体 

③ 賛同会員 協力金として１口５万円以上を拠出するか、又は和解あっせん人を

派遣する団体 

⑸ 役員等 

① 理事 10人以上20人以内 

② 監事 ３人以内 

⑹ 設立時の社員 

① 大阪弁護士会 ② 大阪司法書士会 

③ 大阪土地家屋調査士会 ④ 大阪府不動産鑑定士協会 

⑤ 大阪府行政書士会 ⑥ 大阪府宅地建物取引業協会 

⑺ 設立時の役員 

① 理事長は､元高松高裁長官、元大阪調停協会会長の川口富男氏 

② 副理事長として弁護士会、司法書士会、不動産鑑定士協会の各代表 

③ 理事として各社員団体の代表、大阪府、大阪市、堺市、大阪府市長会の代表 

④ 監事として税理士会、公認会計士会、司法書士会の各代表 

 

８ 設立後の手続き 

⑴ 一般社団法人としての登記 

⑵ 一般社団法人法に基づく、公益法人として認定 

⑶ ＡＤＲ法に基づく認証 

⑷ 正会員にたる団体を所管する各主務官庁の大臣からＡＤＲ機関としての機関指定 

 

９ 法人設立とその後の経緯 

⑴ 2009年１月30日 法人成立 

⑵   〃  ３月２日  事業開始 設立記念式典開催 

⑶   〃  ６月４日  第１回定時社員総会開催 

⑷   〃  ９月３日  公益社団法人認定 
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⑸   〃  ９月14日 ＡＤＲ認証 

⑹ 2015年12月１日 名称を「民間総合調停センター」に変更 

⑺ その後行政書士会が退会するも、全日本不動産協会大阪府本部が正会員として入会 

⑻ 2021年３月時点の構成団体の数 

  正会員、準会員、賛助会員等 24団体 

 

10 これまでの申立受理件数等 

⑴ 事件申立受理件数 

2009年～2020年  合計1,784件 

⑵ 紛争類型別受理件数 

①不動産売買をめぐる紛争 75件 ②不動産賃貸借関係 209件 

③請負契約に関する紛争 213件 ④貸金をめぐる紛争 47件 

⑤その他の契約紛争 219件 ⑥債務不存在確認 16件 

⑦不法行為をめぐる紛争 587件 ⑧知的財産がらみの紛争 ６件 

⑨家族及びその関係者間紛争 124件 ⑩職場の紛争 54件 

⑪会社関係の紛争 15件 ⑫相隣関係 129件 

⑬マンション（区分所有）関係 41件 ⑭その他 49件 

⑶ あっせん人の就任状況 

弁護士を除く各団体等の者  約3,000名 

 

11 これまでの成果と今後の課題 

前記のとおり受理申立ての紛争類型は多岐にわたるところ、各士業等が協働すること

によって、市民等に不便をかけることなく、まさに「ワンストップ」で紛争を処理する

ことができた。 

また、各士業団体が各士業の専門性を生かして協働して「社会貢献」を行うことの意

義を認識することとなるとともに、各士業団体間の交流が促進され、より広い分野で協

働関係が生まれた。 

一方、課題としては、法人設立後10年以上を経過したが、当初目標とした年間200件

の受理件数にはなかなか到達しない。（ただし、大阪簡易裁判所の年間申立受理件数よ

り多い。） 

その原因はいくつかあるが、そのうち主要な原因として、 

⑴ 一般市民等に当センターの周知度が十分でないこと。 

⑵ 各士業団体での認知度が低いこと。 

今後は市民等への広報活動を広げるとともに、まず、各士業団体の中での認知度を高

めることが必要であると考えている。 

いずれにせよ、このセンターで得られた成果は、各士業団体等が専門性を集約して市

民のために「協力した」ことにあると認識しており、これからも、協働して一層市民等

のための「社会貢献」を行っていこうと思っている。 
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同席調停の発展と限界 
 

 

１ 同席調停の導入の経緯 

⑴ 岡山弁護士会が1997年３月に設立した岡山仲裁センターは、設立当初から、手続の

進行について両当事者が同席して話合うスタイル（和解あっせんであるが、本稿にお

いては「同席調停」の用語を使用する）を基本としている。 

同席か別席かは、事案あるいは当事者の意向によって使い分けられており、10年以

上前の資料であるが、第12回全国仲裁センター連絡協議会で配布した岡山仲裁センタ

ーの利用者に対するアンケート結果（回答者数316名）を引用すると 

すべて同席だった：約42％ 同席の方が多かった：約17％ 

半々だった：約18％     別席の方が多かった：約７％ 

すべて別席だった：約16％ 

 という割合となっている。 

⑵ 岡山弁護士会でＡＤＲの構想が持上がり検討が始まったのは、1995年４月からであ

る。その制度設計のベースにあったのは、1994年10月の中国地方弁護士大会で法律相

談の質をテーマとするシンポジウムを開催した成果であった。 

このシンポジウムは、中国地方５県の弁護士と法律相談の相談者の双方にアンケー

トを実施し、その分析をしたもので、相談者と弁護士の認識には大きなギャップがあ

ることが判明した。弁護士の方は、相談者の不満は、弁護士の意見が求めていた結論

と違っていたからであろうとの回答が相当の割合を占めていた。これに対し、相談者

の方は、そのことよりも、自分の言い分を弁護士に十分聞いてもらえなかった、理解

してもらえなかったことに不満があるということが浮び上がってきた。 

そして、このことは紛争解決でも同じではないか？我々弁護士は紛争を解決すれば

良しとしてきたが、当事者の思いは別のところにもあるのではなかろうか？このよう

な問題意識から、市民の日常の紛争を扱うであろう岡山弁護士会のＡＤＲとしては、

裁判所における法的解決とは異なり、当事者の心情面も視野に入れた解決をする制度

を目指せないか、そのためにカウンセリングの手法を生かせないかと考えていた。 

⑶ 同席調停の考えに初めて接したのは、設立準備段階の1995年７月に、第二東京弁護

士会主催の箱根で開催された合宿に参加し、岡山大学の山田文先生（現在京都大学教

授）の意見発表を聞いた時である。山田文先生は、この年の４月に岡山大学に赴任さ

れたばかりで、岡山仲裁センターの設立準備部会には、翌年度からすべて参加される

ほどＡＤＲに熱い方であった。しかし、同席調停は、我々が全く想定していなかった

発想で、伝統的なカウンセリングの手法をベースにする考えからは、個別に話を聞い

て話を引き出すとのイメージが先行し、山田文先生にも反対意見を伝えた。 

⑷ 岡山仲裁センターで同席調停を基本とすることとしたのは、1996年５月の設立準備

部会で制度の骨格を決定した時である。この時、座長であった私の方から、根回しも

なくいきなり同席調停の導入を提案した。同席調停に反対であったのに、どこで宗旨

 

 

鷹取 司 

（岡山弁護士会）
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変えに至ったのか、今となってはよく思い出せない。 

当日の設立準備部会では激しく意見が対立し、同席調停を導入するなら自分は岡山

仲裁センターに参加しないとの意見まで出たが、「面白いじゃないか。他のセンターと

の差別化はこれしかないと思う」との意見もあり、このような意見の流れで、僅か１

回の会合で導入することに決った。 

 

２ 同席調停の実践の推移 

⑴ 同席調停を基本とすることにしたものの、調停者が同席でどのように手続を進めて

いくのか、特にノウハウは持ち合わせていなかった。 

当初の構想に従い、カウンセラーの先生２人を講師に招き、合宿から始めて、週に

１回のロールプレイ等のカウンセリングの研修を実施したりした。しかし、それをど

のように同席に結び付けるのか、指針にまで至らなかった。またカウンセリングとい

う畑違いのことには関心も低く、研修の参加者も10数名と少なかった。 

同席の進行では、事実関係の争いが少なく、また事実関係についての当事者の誤解

が是正されるといったメリットも経験したが、多くのケースで当事者の感情的対立の

緩和には結び付かず、この頃の利用者アンケートの結果も、相手に対する感情が悪化

したとの回答が相当数あった。話合いを進行させるためのスキルが必要であった。 

⑵ レビン小林久子先生（後に九州大学教授）の同席調停の調停技法に出会ったのは、

1997年９月に、井垣康弘大阪家庭裁判所判事（当時）主催の家事調停委員を主な対象

とした研修会に、仲裁センター運営委員会の委員５名で参加した時である。 

これを切っ掛けに、翌1998年９月には、岡山でレビン小林久子先生に同席調停の講

演をしていただき、2001年には、レビン小林久子先生を講師に招き、２日間の調停ス

キルトレーニングを実施した。しかし、この参加者も10数名と少なかった。 

そこで、その後は岡山仲裁センターで実際に扱った事件を題材に、その事件の代理

人や調停者だった弁護士が当事者役をつとめ、弁護士、時には裁判官が調停者となっ

て約20～30分程度のロールプレイをやり、引続き、同じ題材、同じ役者でレビン小林

久子先生に調停者をやっていただき、法律家による進め方とのアプローチの違いを認

識してもらう研修を始めてみた。この研修は参加者もそれなりに集り、時には裁判所

からも裁判官、書記官、調停委員が大勢参加することもあった。 

この研修は年に１～２回、何年間か続け、レビン小林久子先生だけでなく、稲葉一

人先生（中京大学教授）に調停者をやってもらったこともある。 

⑶ しかし、ロールプレイを見るだけで調停のスキルが身に付くものではなく、やはり

実際に体験するトレーニングの必要性を感じた。そこで2008年から稲葉一人先生と入

江秀晃先生（現在九州大学准教授）の二人を講師とする調停スキルトレーニングを開

始した。１回の定員は30名、主に土、日を利用した丸２日間にわたるもので、受講者

には大変好評であった。しかし、実際の担い手となっている調停者の参加は少なく、

若手主体であった。 

この研修はその後も断続的に実施しているものの、次第に、同席調停における調停

技法の習得というよりは、法律相談における面接技法といった、若手弁護士にとって

の利点の方向にシフトしていっている。 
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３ 同席調停についての総括 

⑴ 同席調停は、当事者にも調停者にも、別席調停よりストレスの大きい制度である。

しかし、無用な事実関係の争いが少ない、当事者の待ち時間も少ない、手続の透明性

が高い、当事者にとって相手の言い分を自ら認識しやすい等の点で有益な制度である。 

⑵ 次に、当事者はどう感じているか、前述の利用者アンケートから、満足度を同席、

別席の別でみると、「大いに満足」あるいは「ほぼ満足」と回答した人の割合は、 

すべて同席だった、同席の方が多かった     約43％ 

すべて別席だった、別席の方が多かった     約34％ 

 であり、また「非常に不満」あるいは「やや不満」と回答した人の割合は 

すべて同席だった、同席の方が多かった     約31％ 

すべて別席だった、別席の方が多かった     約34％ 

 という結果で、顕著に満足度が高いとまでは言えない。 

⑶ この点に関し、私自身が調停スキルトレーニングを何度か受講して肝に命じたこと

に、「調停者は当事者に対して評価的言動をしない」ということがある。これを利用

者アンケートの「調停者は、自分の考えに基づいて判断を下すような感じでしたか、

それともあなたと相手の話合いを促す感じでしたか」という質問に対する回答でみる

と、「大いに満足」あるいは「ほぼ満足」と回答した人の割合は 

調停者は話合いを促す感じだった（「どちらかといえば」を含む）  約57％ 

調停者は判断を下す感じだった（「どちらかといえば」を含む）   約38％ 

 であり、また「非常に不満」あるいは「やや不満」と回答した人の割合は 

調停者は話合いを促す感じだった（「どちらかといえば」を含む）  約15％ 

調停者は判断を下す感じだった（「どちらかといえば」を含む）   約40％ 

となっている。同席、別席による差異よりも、評価的言動による差異の方が当事者の

満足度に影響することが見てとれる。 

この評価的言動をしないということは、仕事上常に評価的思考をすることが染付い

ている弁護士にとっては、思いの外難しいことである。 

しかし、これを基本的に意識して進めるのであれば、紛争に適した解決手法は様々

な可能性があり、創意・工夫によって柔軟に運用できると考えている。 

私自身、医療紛争や建築紛争の 終段階において、双方当事者の了承の下に、医師

や建築士の調停者と連名で、正に評価そのものである意見書を提示したりしたが、こ

の方法も当該事案においては解決に有効であったと感じている。 

⑷ さて、 後に、同席調停の実践をしてきて感じるのは、同席調停は、当事者への心

情面への配慮がさほど問題とならないようなケースにおいては、有用性も高く、それ

なりの機能を果たしているが、当事者の心情面への配慮が必要なケースにおいては、

スキルを習得し、しかもそれを数多く実践して習熟していることが前提で、そうでな

ければメリットの方が大きい制度とまではなかなか言えないのではないかというこ

とである。スキルトレーニングの受講もさることながら、現在のように岡山仲裁セン

ターへの申立てが年間数十件程度であれば、一人の弁護士の調停者の経験は年に１度

あるかないかであり、いつまで経っても習熟まで行かない足踏み状態が続くことにな

ってしまう。 
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この現状を前にすると、弁護士会ＡＤＲにおいて、裁判所の調停よりも当事者の納

得という点で質的に凌駕した、法律家であると同時に調停技法にも習熟しているプロ

の調停者による解決という構想は夢物語と言われそうである。 

 

 

－委員コラム－ 
 

原稿を拝読して 

 

髙橋 大亮（千葉県弁護士会） 

 

編集委員の一員として原稿チェックの意味もあり、各執筆者の先生方の原稿を拝読した。 

とくに興味深く拝読したのは、災害（震災）ＡＤＲに関する阿部弘樹先生（仙台弁護士会）の「震

災から学ぶ」（以下「阿部論考」という。）と谷脇裕子先生（広島弁護士会）の「走りながら考える」

（以下「谷脇論考」という。）である。千葉県では令和元年９月に台風15号・19号による甚大な被

害が発生し、翌10月発足に向け準備を進めていた当会ＡＤＲ（当初一般ＡＤＲのみ稼働の予定）に

おいても同台風被害への対応が喫緊の課題となっていた。そこで、急遽災害ＡＤＲ立ち上げを企画

し、仙台会・熊本会をはじめ災害ＡＤＲで実績のある各弁護士会の協力を得て、同年10月１日の一

般ＡＤＲ発足に後れること２週間で災害ＡＤＲ発足にこぎ着けた。両論考を拝読して、当会災害Ａ

ＤＲ発足に向けた怒濤の日々を思い出したのである（なお、当会ＡＤＲの申立件数は、令和３年７

月末現在、一般67件及び災害58件の計125件に達した。本文末尾の写真は、申立件数が100件を突破

したことを記念して作成した「どら焼き」である。）。 

阿部論考の弁護士自身も被災者であるのに被災者の紛争解決に向け、１か月強の短期間で震災Ａ

ＤＲを立ち上げたのには驚くほかない。いくら阪神淡路大震災当時における近畿弁護士連合会の前

例を参考にしたとはいえ、当会災害ＡＤＲをはじめ災害ＡＤＲを設置する弁護士会が概ね踏襲する

申立サポート制度、手数料の減免というスタンダードを作ることができたのは、まさに立ち上げに

関わった弁護士と弁護士会の「熱」の賜であろう。 

谷脇論考でもその「熱」が広島会の弁護士にも伝わったことが良く分かる。「見る前に跳べ！」

「迷ったら前へ」「走りながら考える」というのは、とりわけ何か事を起こすことに慎重で、とも

すれば現状維持になりかねない弁護士会のあり方とはまったく対をなす活動であり、非常時に接し

た弁護士と弁護士会の「熱」があったからこそ現状を打破でき、災害ＡＤＲ立ち上げに至ったのだ

と感じた。 

その「熱」は当会災害ＡＤＲ立ち上げの際にも確かに伝わって

いた。本邦に暮らす限り自然災害からは逃れられそうにない。ま

たいつ起こるか分からない災害に備え、災害ＡＤＲ未設置会にも

その「熱」が伝わればいいと思う。 

 

 

＜「千葉会ＡＤＲ申立て100件突破記念のどら焼き」＞ 
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第２章 これからの弁護士会ＡＤＲ 
 

震災から学ぶ 
 

 

１ 発災時の記憶 

2011年３月11日（金）午後２時46分、大地震が発生した。同日午後３時から、仙台弁

護士会館で医療ＡＤＲに関する講演会を開催すべく準備中だったところで被災した。揺

れは長く、そして大きかったが、約30年周期で発生すると言われていた宮城県沖地震が

遂にきた、という程度の感慨であった。小学生の頃に経験した以前の宮城県沖地震が私

の中でとても印象的だったこともあり、揺れは昔の方が大きかったのではないか、とも

感じた。講演会は中止となり、暫定的に片付けをして事務所に戻った。事務所もコピー

機があらぬ場所に移動し、備え付けの書庫が倒れているなど、揺れの大きさを物語って

いたが、事務所内にいた者に怪我はなく、事務員には「土日は自宅の片付けをし、月曜

日に事務所の後片付けをしましょう。」と話し、事務所を後にした。地下鉄が止まり、

約10キロメートル離れた自宅まで大粒の雪が降り始める中、同じ境遇の方々と連なるよ

うに徒歩で帰った。 

自宅のライフラインは全て止まり、家財道具はめちゃめちゃな状況であった。片付け

作業は明るくなってから行うしかなく、いつもより早くベッドに入った。その段階で初

めてラジオの電源を入れた。沿岸部には津波が押し寄せ、「海岸に数百人の遺体がうち

あげられている」と報道されていた。真っ暗闇のベッドの中で、全く現実感がない現実

を聞き、何と表現したらよいか分からない感情を抱いたことは今でも忘れられない。 

 

２ 震災ＡＤＲの立ち上げ 

震災ＡＤＲは2011年４月20日に設置が承認された。震災発生から震災ＡＤＲの立ち上

げに至る経緯については、仙台弁護士会紛争解決支援センター編「３．11と弁護士 震

災ＡＤＲの900日」（一般社団法人金融財政事情研究会、2013年）９頁以下を参照された

い。 

発災から１か月強と比較的スピーディーに震災ＡＤＲを立ち上げることができた背

景には、①阪神淡路大震災時の記録28と②弁護士・弁護士会の熱気が大きかったように

思う。 

①阪神淡路大震災のときは、近畿弁護士会連合会が発災約３か月後に罹災都市臨時示

談斡旋仲裁（ＡＤＲ）センターを立ち上げて、借地借家問題など385件の和解あっせん

を行った。その記録は震災ＡＤＲの制度構想に大いに役立った。 

また、②明らかになった震災被害の甚大さ、発災直後から始めた電話相談を踏まえ、

弁護士各々が「自分ができる社会貢献をしたい、弁護士会はそれをすべきである」とい

う「熱」を持っていた。当然、弁護士会も「熱」を帯びていた。 

 

28 近畿弁護士会連合会罹災都市臨時示談斡旋仲裁センター運営委員会「罹災都市臨時示談斡旋仲裁セン

ター 終報告書」2002年２月 

 

 

阿部 弘樹 

（仙台弁護士会）
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過去の震災時の歴史と当時の熱、２つの動力源が比較的早期の震災ＡＤＲ立ち上げを

可能にしたと思う。 

 

３ 震災ＡＤＲの特徴 

⑴ 申立サポート制度 

発災直後の状況を見ると、被災している紛争当事者が、紛争の要点等を記載した申

立書を書かなければならないというのでは、申立てを阻害するものと考えた。被災者

の法的紛争を簡易迅速に解決するためには、まずは申立てをしてもらい、震災ＡＤＲ

の土俵に乗せることが重要であった。 

そこで、震災ＡＤＲのチラシ裏面に、申立人と相手方の住所や氏名などの情報を記

載してもらい、ＡＤＲセンターにＦＡＸ等で送付してもらうだけで申込みを受け付け

ることにした。申込後、ＡＤＲ委員会委員の弁護士から選任された「申立サポート弁

護士」が、申立人に架電し、電話で紛争の要点を聞き取り、書面にまとめる作業を行

った。 

申立サポート弁護士が仲裁人とはならないため、仲裁人の公平性・中立性を損なう

ことはなく、むしろ仲裁人が申立当初から紛争の要点等を正確に掴むことができるた

め、早期解決に資することとなった。 

⑵ 申立手数料・相手方手数料の無料化・成立手数料の半額化 

申立てのハードルはなるべく下げるべく、震災ＡＤＲでは、申立手数料・相手方手

数料を徴求しないこととした。また、成立手数料は、一般のＡＤＲの約２分の１の金

額を徴求することにした。解決の利益がある場合に、一定の対価を要求することは合

理的であって、一般のＡＤＲの２分の１程度であれば、当事者の理解を得られると考

えたからである。 

⑶ 現地ＡＤＲの積極的活用 

発災直後の交通途絶や津波被害が深刻な沿岸部の状況を考えると、当事者が仙台市

青葉区の仙台弁護士会館まで出向くことが困難と考えられたため、現地に仲裁人が出

向いてＡＤＲを開催することを積極的にＰＲした。 

和解あっせんに適する場所を確保するため、仙台弁護士会の各法律相談センターを

活用するとともに、法テラスが宮城県沿岸部３か所（東松島市、南三陸町、山元町）

に開設した臨時出張所も震災ＡＤＲの開設場所とすることに了解して頂いた。 

⑷ 仲裁人補助者制度の活用 

震災ＡＤＲでは未知の法律問題に直面する可能性があり、また現地でのＡＤＲが多

く予想されたため、弁護士登録２〜５年未満の弁護士に仲裁人補助者となっていただ

き、仲裁人業務をフォローしていただく体制を取った。 

 

４ 震災ＡＤＲの運営 

⑴ はじめに 

震災ＡＤＲは2011年４月20日から2014年３月31日まで運営され、約３年の間に521

件の申立てを受け付けた。筆者は、震災ＡＤＲ立ち上げ当時の事務局長として運営に

関与した。日々の弁護士業務に加えて、ほぼ毎日弁護士会館に足を運び、震災ＡＤＲ
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の運営を担ってきた。当時は多忙で愚痴も出たが、今となっては貴重な得難い体験が

できたと感謝している。特に、事務局職員には、極めて過酷な労務環境を強いてしま

ったが、事務局長を 後まで支えていただいたことにお礼を申し上げる。 

⑵ 震災ＡＤＲ統計 

震災ＡＤＲの統計データは次のとおりである。 

① 月ごと申立件数 

発災直後の１年間で396件の申立てを受け付けた。震災ＡＤＲは早期に立ち上げ

てこそ有益であることが分かる。 

 

月別申立件数について（平成２３年度）

月別申立件数について（平成２４年度）

月別申立件数について（平成２５年度）

総合計

521

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

20 83 80 41 28 26 31 23 16 13 14 21 396

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

15 7 10 12 7 11 7 11 3 93

4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月

1 4 5

5 1 3 0

10月 11月 12月

2 2 8 32

合計

1 8 1 1 0
 

 

② 事件類型 

賃貸借契約にかかる事件、相隣関係事件が多かったが、事件類型は多様であった。

「震災に起因する紛争」と震災ＡＤＲの対象を広く定義したことによると思われる。

具体的事案は、前掲仙台弁護士会紛争解決支援センター編「３．11と弁護士 震災

ＡＤＲの900日」を参照されたい。 
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紛争類型について

受理事件 解決事件

1 不動産売買をめぐる紛争 21 8

手付金返還等 1 0

契約解除 2 2

買い戻し 0 0

その他 18 6

2 不動産賃貸借をめぐる紛争 211 91

明渡 88 40

賃料増額 4 1

賃料減額 27 13

敷金・保証金返還 28 9

賃料配分・管理費用分担 0 0

滞納賃料 8 4

原状回復費用 9 5

更新料 0 0

借地権買取 0 0

修理・修繕費用 30 10

その他 17 9

3 請負契約をめぐる紛争 69 29

建築工事代金 21 9

契約の解除 6 3

建築工事の損害 5 2

デザイン料 0 0

その他 37 15

4 貸金をめぐる紛争 0 0

債権額・過払金等を巡る紛争 0 0

債務弁済協定 0 0

その他 0 0

5 その他の契約紛争 47 14

リース契約 4 2

商品委託取引 1 1

預り金返還 1 0

動産売買 5 2

銀行関係 1 0

手数料返還 0 0

契約不履行 1 0

立替金 0 0

サービスの提供を巡る紛争※1 0 0

先物取引を巡る紛争 0 0

その他 34 9  
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6 債務不存在確認 2 0

7 不法行為をめぐる紛争 35 20

けんか 0 0

動物事故 0 0

交通事故 1 0

医療過誤 1 0

名誉毀損 0 0

近隣紛争 1 1

婚姻外男女関係 0 0

賠償額確定 5 5

スポーツ事故 0 0

故意による加害 0 0

その他 27 14

8 知的財産権がらみの紛争 0 0

9 家族間の紛争 23 9

離婚・夫婦関係調整 1 0

婚約破棄 0 0

養育費・親権 0 0

相続 5 3

親子関係 1 0

その他 16 6

10 職場の紛争 15 10

解雇・退職 10 6

労働災害 3 2

賃金 0 0

その他 2 2

11 会社関係の紛争 0 0

12 相隣関係 69 34

13 マンション（区分所有）関係 8 4

管理費滞納等 0 0

その他 8 4

14 その他 21 5

合計 521 224

※1 サービスの提供を巡る紛争･･･例）エステ，英会話など

 
③ 応諾率・解決率 

応諾率は約80％、応諾事件の解決率は約62％であった。申立数の約半分が和解解

決に至ったことになる。一般のＡＤＲよりは応諾率が高いという特徴がみられる。 

 

④ 審理期間・回数 

短で申立てから８日で解決した事案があるなど、迅速な解決ができた。 
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解決事件の審理期間等について

1 審理期間について（第１回期日から終了日） （申立日から終了日）

① 平均 日 （小数点以下１ケタ） ① 平均 日

② 短 日 ② 短 日

③ 長 日 ③ 長 日

2 審理回数について

① 平均 回 （小数点以下１ケタ）

② 短 回

③ 長 回

3 紛争の価額について

① 平均 円

② 少 円

③ 大 円

45.2 104.1

1 8

325 355

2.6

1

10

1,465,445

10,000

33,600,000  
 

⑤ 解決金額 

比較的少額の事件が多数を占めるが、解決額が1000万円を超える事件も３件あり、

訴訟に代わる手続きとしても震災ＡＤＲは活用された。 

 

解決事件の紛争の規模別分類（解決時の和解金額等）

30万円以下
30万円超

100万円以下
100万円超

300万円以下
300万円超

1000万円以下
1000万円超
1億円以下

1億円超 合計

110 71 28 12 3 0 224
 

 

５ 震災から学ぶ 

⑴ 調停の起源は関東大震災にあり 

1922年借地借家調停法が施行され、翌1923年に関東大震災が起きた。この災害復興

に、借地借家調停が活用されたのは有名な話である。大家と借家人（被災跡地にバラ

ック小屋を建てて住んでいる）との間で、立ち退きを求める大家と居住を認めよと迫

る借家人との紛争を借地借家調停で解決した。裁判所は、東京都内の13箇所にテント

張りの出張調停所を設け、調停委員には、穂積重遠、牧野英一、末弘厳太郎らの著名

な東大法学部教授も参加したとされている。 

まさに調停の起源は関東大震災にあったのであり、この歴史からも民間調停である

ＡＤＲは災害復興と親和性があることが分かる。 

⑵ 自由であること、運動体であること 

しかし、東日本大震災では、残念ながら裁判所の民事調停はあまり活用されなかっ

た。まず、裁判所が震災後しばらく窓口を閉ざした。加えて、調停申立には形式を整

えた書面が必要であり、申立人にはこれが大きな障害となった。調停委員会は裁判所

内で執務し、現場に出ることはほとんどなかった。東日本大震災に起因する紛争を解

決するための第１選択を震災ＡＤＲに譲った所以である。 

関東大震災では、裁判所はテント張りの出張所を設け、裁判所職員ではない東大教
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授らもそれに協力したが、東日本大震災ではそのような運用をしようとする動きすら

なかった。 

それは何故か。民事調停が「制度」になってしまったからだと考える。調停が始ま

った当初は、調停も運動体であり、現場に即し、必要と思われることを実行に移す柔

軟性があった。しかし、それが長く続くと、固定化された「制度」として運用される

ようになる。現場に即して運用を改変することが難しくなった（官僚制、官僚機構に

よって生み出された仕組みは、概ね同じような経過をたどる。）。「制度」化の利点は安

定であるが、逆に現場の実体とかけ離れて固定化し、自由を失っていく。 

ここから言えるのは、ＡＤＲは運動体でなければならず、自由でなければならない、

ということである。ＡＤＲが運動体であり、自由であるからこそ、被災者の復興に即

した震災ＡＤＲを構想でき、そして震災ＡＤＲは大ヒットし、東日本大震災以降の大

規模災害でも活用されるようになったと思うのである。災害復興は、災害の種類・性

質等により、一様な対応では決して済まない。自由な運動体であるＡＤＲは、迅速か

つ柔軟に、現場に即したＡＤＲを運用し得るものであり、これが 大の強みであると

確信する。 

例えば、申立サポート制度は、ＡＤＲでなければ構想し得なかった。中立であるべ

きＡＤＲセンターが申立人をサポートすることはおかしい、という意見もあったが、

終的には導入に踏み切った。現在、各地の災害ＡＤＲで申立サポート制度はスタン

ダードとなっている。これをさらに発展させて相手方サポート制度の導入も見られる

ようになった。また、震災ＡＤＲは赤字覚悟でスタートし、結局赤字であった。財政

措置は必須であるが、財政措置を待っていては機を失してしまう。自由であることは、

適時のフライングを許容するということでもある。そして、フライングの中から、Ａ

ＤＲの将来の可能性が見出されるものだと思う。 

これからの弁護士会ＡＤＲを考えたとき、自由であることと運動体であることはＡ

ＤＲ発展のためのキーワードだと考えるが、それは災害復興に関わる歴史と、実際に

携わった経験から裏付けられると考える。 

以  上 
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走りながら考える 

～平成 30 年７月 

豪雨災害を振り返って～ 
 

 

１ 豪雨災害の発生 

その日、2018年７月６日の夕方、広島市内を車で移動していると、ワイパーを 速で

動かしても前が見えないほど雨脚が一気に強まり、帰宅途中には道路の至るところで冠

水が見られる状況になっていた。雨はその後も激しく降り続け、その勢いの強さと持続

時間はすさまじいものだった。広島市では2014年８月にも豪雨による土砂災害が発生し

ており、その際の状況も記憶に新しかったことから、今回はそれを超える被害が発生す

るのではないかと不安な気持ちで朝を迎えたことを覚えている。翌朝、テレビをつけて

みると、各地で浸水被害や土砂災害が発生しており、まだ被害の全容はわからない状況

とはいえ、前回の豪雨災害を超える大変な被害が発生していることが推測された。 

 

２ 災害ＡＤＲ設置の必要性 

広島弁護士会では、2014年８月豪雨災害当時の経験が活かされ、発災翌日には災害対

策本部が立ち上げられるとともに、豪雨災害に関する法律相談の無料化、被災地での出

張法律相談、豪雨災害相談ダイヤル開設をはじめとする様々な活動が迅速に開始された。 

今回の豪雨災害は、都市部や住宅密集地においても土砂の流入等の被害が発生してい

たことから、相隣関係や妨害排除等、近隣住民間での紛争が多く発生することが予想さ

れ、当時、広島弁護士会仲裁センターを所管する法律相談センター運営委員会ＡＤＲ部

会を担当していた私は災害ＡＤＲ設置の必要性を強く感じた。 

しかし、広島弁護士会仲裁センターは、長年、医療ＡＤＲを除いてほとんど開店休業

状態となっており、仲裁人候補者名簿も2005年以降、全く更新されたことがなく名簿登

載者にもその自覚がほとんどないという惨憺たる状況だった。もっとも、ＡＤＲの利用

が堅調な単位会においても、手数料の減免等弁護士会の負担増を内容とする災害ＡＤＲ

の設置については、弁護士会内で厳しい意見が多く、「平時」に災害ＡＤＲを立ち上げ

ることは難しいという声も聞いていた。当会で災害ＡＤＲを設置するなら「有事」の今

しかないという状況でもあった。 

 

３ 見る前に跳べ！ 

発災直後から、日弁連ＡＤＲセンターのメーリングリスト等を通じて、全国各地の弁

護士会の先生方から、温かい励ましの言葉やアドバイスのメールをいただいた。仙台弁

護士会の斉藤睦男弁護士（現日弁連ＡＤＲセンター委員長、以下「斉藤弁護士」という。）

からは、「大枠の骨組みを作ったら見る前に跳べ！で、あとは走りながら考えることで

す。」と大変力強いアドバイスで背中を押していただき、弾みがついた。各地の弁護士

会の先生方からは、その後も、折に触れて貴重な情報やアドバイスをいただくことにな

る。 

 

 

谷脇 裕子 

（広島弁護士会）
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４ 「仕掛け」の発動 

2018年７月10日には事実上災害ＡＤＲの立ち上げが決まったが、当会の災害ＡＤＲの

設置に関しては、以下のとおり追い風となる状況や不幸中の幸いとも言える偶然が重な

った。 

⑴ 今回の豪雨災害が発生した時期は、偶然にもその半年ほど前から当会仲裁センタ

ーの活性化・利用促進のために準備していた以下の「仕掛け」が動き出したタイミ

ングであった。 

① 上述のとおり、当会の仲裁センターはほとんど利用されておらず、仲裁人候補

者名簿も風化していたため、新たに仲裁人候補者を募集して仲裁人候補者名簿を

刷新し、これに合せて目玉となる研修（後述）を企画していた。 

② また、若手会員にもＡＤＲの有用性を体験してもらう機会を設けること、将来

の仲裁人候補者を養成すること等を目的として仲裁人補助者制度の導入を予定

していた。補助者制度の導入には、期日調整や期日調書の作成等の事務手続を補

助者に担当してもらうことで、事務局の勤務時間・場所にしばられることなく、

いつでもどこでもＡＤＲを開催できる体制をつくるというウラの目的もあった。 

③ 仲裁人・補助者の募集の時期に合せて、2018年７月の中国地区日弁連夏期研修

に斉藤弁護士をお招きし、「ＡＤＲのカ・ク・シ・ン～臨床法学への展望」とい

うテーマで研修を開催し、名簿の登録者に対し、積極的にこの研修の受講を勧め

ることを計画していた。 

④ 豪雨災害が発生したのは、仲裁センター規則の改正が終わり、新規仲裁人候補

者の募集中で、かつ間近に補助者の募集と上述の斉藤弁護士による研修の実施が

予定されているという偶然にも“助走”の整ったタイミングだった。 

⑵ また、私の所属する事務所内には、当時、広島弁護士会災害対策委員会の委員長

と法律相談センター運営委員会の委員長が在籍していた。このため、法律相談で寄

せられている内容や公的支援の現状等、常に 新の情報を共有し、膝をつき合わせ

て議論を行い、適時に柔軟な判断ができる環境が整っていた。さらに、当該年度当

初から担当副会長を巻き込んで仲裁センター規則の改正作業を行っていたため、そ

の過程で、担当副会長のＡＤＲに関する理解が深まっていたことも幸いした。 

以上のメンバーで、「災害時だから！」を合い言葉に、「迷ったら進め」の精神で、ま

さに走りながら考える、を実践していくことができた。 

 

５ 周回遅れのトップランナー 

以上のように、仲裁センター規則の改正をはじめとする一連の仲裁センターの活性

化・利用促進のための「仕掛け」の流れに乗って、災害ＡＤＲの設置準備が始まった。 

⑴ 災害ＡＤＲ規則案の作成に際しては、既に災害ＡＤＲを設置している複数の単位

会から資料を御提供いただき、それらを参考にしながら制度を組み立てることがで

きた。各地の災害ＡＤＲで採用されている①申立サポート弁護士制度（弁護士が紛

争内容を電話で聞き取って申立書を作成する制度）②申立手数料免除、③成立手数

料半額、④あっせん人弁護士報酬の減額などに加え、「見る前に跳べ」「迷ったら前

へ」の精神で、応諾サポート弁護士制度（弁護士が相手方の言い分を聞き取って答
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弁書を作成する制度）まで盛り込み、結果的に各地の弁護士会災害ＡＤＲにおいて

採用されている制度をフルスペックで備えた内容となった。いわば周回遅れのトッ

プランナーである。 

⑵ 災害ＡＤＲ規則案については、「有事」であることが作用してか大きな反対意見も

なく、持ち回り決議等により非常にスピーディに承認を得ることができた。被災者

のために何かしたいという機運は、弁護士会全体に感じられた。規則制定に先立ち、

直ちに広報を開始することについても承認が得られた。当時、現場の判断で動き出

し、弁護士会執行部に対しては事後報告となることもしばしばだったが、「走りな

がら考える」のスピリットは担当副会長にも伝播しており、手続面でフォローして

いただけたことは幸いだった。 

⑶ 震災ＡＤＲでは、弁護士からの紹介による申立てが多くあったとのアドバイスを

踏まえ、まず会員への周知に重点を置いて広報活動を行うこととした。 

折り良く、日弁連夏期研修において斉藤弁護士による研修も行われ、ちょうど募

集したばかりの仲裁人候補者、補助者名簿登録希望者に受講してもらうことができ

たのはまさに不幸中の幸いだった。そして、斉藤弁護士の御厚意により、夏期研修

当日の夜にも、急遽「追加授業」として、震災ＡＤＲ特有の問題や事例紹介を内容

とする御講演もいただいた。こちらも多くの会員が受講し、一気に協力ムードが醸

成されていった。 

⑷ 加えて、当会では、仲裁人経験のある弁護士がほとんどいない状況だったため、

家事調停官による和解あっせん技法の研修のほか、九州大学の入江秀晃准教授をお

招きして仲裁人研修を開催した。手続面では、若手会員のアイデアで、災害ＡＤＲ

の全体像と手続の流れをわかりやすく実演で説明した動画を作成して上映した。こ

れらの研修の実施により、多くの会員に災害ＡＤＲを知ってもらうことができたう

え、新たな名簿登録者の獲得にもつながった。 

⑸ また、災害ＡＤＲは、いつでもどこでも実施できるよう手続の大半を仲裁人と補

助者に担当してもらうこととしているため、仲裁人・補助者向けの手続マニュアル

を作成した。申立・応諾サポートについても、震災ＡＤＲにおける知見を活かして、

利用者の誤解を招かないための工夫（申立書式にサポート弁護士は代理人ではない

ことなどの告知事項をチェックボックス付きで表記するなど）や、応諾を得られや

すくするため、やわらかい表現の申立書のサンプルを作成・配布するなどの工夫を

行った。 

 

６ 運用開始後の活動と課題 

以上のような駆け足での準備を経て、2018年８月９日、災害ＡＤＲの受付が開始した。

受付開始後の出足は順調で、８月中に13件の申立てがあったが、探知経路はほぼ法律相

談で弁護士から紹介されたというものだった。規則改正、仲裁人等の募集及び研修の開

催等が功を奏して、会員への周知が進んでいたことが申立てにつながるという好循環と

なっていた。以下では、運用開始後の活動と今後の課題を紹介させていただく。 

⑴ 地元紙への記事掲載 

和解成立事案が続いたタイミングで、地元新聞の司法記者に取材を依頼し、記事に
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してもらった。掲載された事案は、広島の災害ＡＤＲの記念すべき第１号事件で、幸

い両当事者が満足する解決となり、申立人には快く取材に応じてもらえた。 

また、和解成立事案で仲裁人・補助者を担当した会員を招き座談会を開催し、その

様子も新聞記事にしてもらった。座談会は、ＡＤＲ未経験の仲裁人・補助者に、ＡＤ

Ｒに関与した率直な感想等を語ってもらい、それを反訳して会内誌の記事にしようと

いう話から始まった企画だったが、せっかくなら対外広報にも役立てたいという話に

なり、前記司法記者に取材を依頼した。座談会の内容は、反訳して会内の月刊誌にも

掲載した。 

⑵ メーリングリストの活用 

災害ＡＤＲを運用していく上で必要となる情報や、疑問点、解決策等を情報共有す

ることを目的として、仲裁人・補助者・サポート弁護士をメンバーとするメーリング

リストを開設し、会員間の率直な意見交換の場として積極的に活用された。もっとも、

具体的な事例に関して、知見を蓄積・可視化する上で守秘義務との調整をいかに図る

かについては課題が残った。 

⑶ 開催場所の問題 

災害ＡＤＲは、被災者にとって身近な場所でできるよう県内の５箇所を開催場所と

して広報していたが、その設定には思いのほか苦労した。成立手数料がかかることを

理由に、災害ＡＤＲを「営利事業」であるとして、総じて自治体には公共施設の無償

使用（利用料減免）には応じてもらえなかった。一部地域については、復興のために

何ができるかという共通の視点を持った自治体担当者と出会い、非公式に平時には貸

し出しを予定していない空きスペースの提供を受けることができたが、日頃からＡＤ

Ｒへの理解を広めておくことの重要性を痛感した。今後は、災害ＡＤＲを含んだ内容

の自治体との災害協定の締結を目指したい。 

 

７ これからも「走りながら考える」 

以上のように、災害ＡＤＲ既設置会からの御支援といくつかの偶然に助けられ、試行

錯誤の繰り返しによって実施してきた当会の災害ＡＤＲであるが、手続関与者は、仲裁

人、補助者、申立・応諾サポート弁護士を合せて延べ130人以上に上った。関与する弁

護士が増えたことで、会内でのＡＤＲの認知度は格段に向上し、少なくとも災害に起因

するトラブルに関しては、選択肢のひとつにＡＤＲが挙がる状況となっている。 

2020年からは、よりわかりやすい制度を目指して、仲裁センターの名称を「はなしあ

いサポートセンター」（通称「はなサポ」）に改称し、さらに新型コロナウイルス感染症

に起因するトラブルに特化した紛争処理手続として、災害ＡＤＲの枠組みを利用して

「コロナ問題はなしあいサポート」も開始した。この手続の中では、両当事者の了解が

あるときは、ウェブ会議システムを利用した、リモートでの話し合いも可能としており、

実際の運用を行う中で、問題点を発見し、解消していく方法で進めている。 

災害時に培った、「走りながら考える」のスピリットを絶やさず、今後も新たな「仕

掛け」を打ち続けていく必要があると感じている。 
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ＯＤＲの現状と今後の可能性 
 

 

１ ＯＤＲとは 

ＯＤＲとはＯｎｌｉｎｅ Ｄｉｓｐｕｔｅ Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎの略語である。ＯＤ

Ｒの定義については様々なものがあるが、一般的には、ＩＴ・ＡＩ等の先端技術を用い

たオンラインでの紛争解決手続を指すものと言われている。元々は、ＡＤＲから派生し

た概念であるが、従来のＡＤＲは主に対面でのやりとりや書面が利用されてきたのに対

して、ＯＤＲはオンライン上ですべてまたはほとんどのやりとりがなされるところに特

徴がある。 

また、ＯＤＲは、中立・公正な第三者の関与の下で紛争を解決するというＡＤＲのオ

ンライン化という意味で用いられることもあるが、より一般的には、紛争の発生後に当

事者が当該紛争解決のために情報を収集し検討する段階、当事者が相談機関等に相談を

する段階、当事者間で紛争を解決するために交渉する段階のようなＡＤＲに至る前の段

階におけるＩＣＴ技術の利活用も含めて理解されることが多い29。 

ＯＤＲは、我が国において必ずしもなじみのある概念ではなかったが、2018年頃から、

シンポジウムが開催されたり、法律雑誌等にも論考が掲載されるなど認知度が高まりつ

つある。 

 

２ 本稿の射程範囲 

弁護士会ではＯＤＲという言葉が普及するよりも前から、金融ＡＤＲや国際家事ＡＤ

Ｒにおいて、Ｓｋｙｐｅなどのオンラインツールを利用して遠隔地に所在する当事者に

対して、ＡＤＲを提供してきた。これらの専門ＡＤＲにおける取組もＯＤＲに分類可能

なものであるが、これらについては、本誌に掲載される渡部晃弁護士の論考に譲ること

として、本稿では、弁護士会におけるＯＤＲに関するこれまでの取組を振り返り、現在

の到達点を明らかにするとともに、今後の展望についても私見を述べたい。 

 

３ 弁護士会におけるＯＤＲへの取り組み 

金融ＡＤＲや国際家事ＡＤＲにおいては、遠隔地に居住する当事者と１つ又は複数の

弁護士会との間をオンラインで接続して、和解あっせん（調停）手続を実施する必要が

あるため、それらの一部の専門ＡＤＲについては、Ｓｋｙｐｅや日弁連のテレビ会議シ

ステムを利用するなどして、手続が実施されてきた。 

それらの取組を行っていく中で、金融ＡＤＲや国際家事ＡＤＲという限定された分野

だけでなく、それ以外の紛争類型についても、主として遠隔地にいることを理由として、

弁護士会ＡＤＲを設置している弁護士会館への出頭が難しい当事者が直面した紛争を

 

29 2020年３月16日付けＯＤＲ活性化検討会「ＯＤＲ活性化に向けた取りまとめ」（以下「ＯＤＲ活性化

検討会取りまとめ」という。）４～５頁参照 

 

 

森 大樹 

（第一東京弁護士会）



 

－89－ 

解決するためには、ＩＴ機器を利用したＡＤＲが有用ではないかという認識のもと、日

弁連ＡＤＲセンターにおいても、2020年度から遠隔地ＡＤＲに関する部会（第３部会）

が立ち上げられた。同部会の立ち上げは2019年の段階で既に予定されていたが、奇しく

も新型コロナウイルス感染症の拡大および外出自粛要請や新型インフルエンザ特別措

置法に基づく緊急事態宣言の発出などの社会情勢の急激な変化が時期的に重なったこ

とも契機となって、2020年春以降、仙台弁護士会の「リモートＡＤＲ」を皮切りに、一

部の弁護士会ＡＤＲにおいて、Ｚｏｏｍを中心とするウェブ会議システムを利用した和

解あっせん・調停手続が相次いで導入された。本稿執筆時点（2021年３月25日）におい

て、仙台弁護士会のほかに、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、千

葉県弁護士会、京都弁護士会、広島弁護士会、岡山弁護士会および福岡県弁護士会もウ

ェブ会議システムを利用したＡＤＲを実施している。 

このような取組は、ＯＤＲ活性化検討会取りまとめにおいて「第１段階（導入フェー

ズ）」と称されている取組になる。 

 

４ これからの弁護士会ＯＤＲ ～近未来の姿 

さらには、現在、仙台弁護士会が、同会の運営するウェブサイト上でＡＤＲの申立手

続を行えるようなシステムを開発中である。このようなシステムが完成すれば、利用者

（申立人）にとっては選択肢が増えることになるので、利便性は高まる。将来的に、裁

判のＩＴ化と同様に、申立てや期日のみならず、当事者による申立書以外の主張書面や

証拠の提出、さらにはＡＤＲセンターによる事件管理までオンラインでできるようにな

れば、当事者にとっても、弁護士会にとっても、その利便性は飛躍的に高まるものと考

えられる。このようなシステムの構築には、弁護士会にとっては決して低額とはいえな

い費用がかかることが見込まれるため、その導入のためには執行部の理解が必要になっ

てくるであろう。 

また、この問題を各弁護士会レベルの問題ではなく、日弁連全体で取り組むべき問題

と捉えて、日弁連がＡＤＲにおける申立や手続管理等に関する共通基盤となるプラット

フォームを構築するという考え方もあり得るのではないだろうか。ＯＤＲ活性化検討会

取りまとめにおいても、「（ＡＤＲ機関共通の）専用プラットフォーム（記録提出・管理・

保存・振り分け機能）」ということが第２段階（発展フェーズ）として位置づけられて

いるところである。もちろん、このような取組については、日弁連が事業主体となるも

のではないことに加えて、弁護士会ＡＤＲごとに規則が異なることなどから、その実現

には様々な問題や課題やあい路があると思われる。しかし、他の士業団体においては、

既にＯＤＲ・トライアルプロジェクトとして、全国的な取組が先行して行われているこ

とからすれば、日弁連としても近い将来真剣に検討すべき課題になり得る可能性はある

だろう。 

また、第一東京弁護士会は、仲裁センターが指定した類型の紛争に限るが、期日を開

催することなく、手続実施者と当事者がいつでも自由な日時に、オンライン上でのチャ

ットシステムのみを利用して、申立から和解までのすべての手続を完結できる「簡易和

解手続」と称する新たなＯＤＲ手続を実施できるよう規則（「オンラインシステムを利
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用した簡易和解手続規則」）を整備した（2021年４月１日施行予定）30。これもＯＤＲ活

性化検討会取りまとめにおいて、第２段階（発展フェーズ）の一例として挙げられてい

る、「非対面のチャット方式（メッセンジャーアプリ等）の活用」に分類される取組と

言える。 

 

５ 今後の弁護士会におけるＯＤＲの導入・推進の方向性および懸念に対する私見 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、多くの弁護士にとって、ウェブ会議シ

ステムの利用は格段に身近なものになった。利用者たる個人については、それぞれの環

境によって区々であろうが、学生の授業でもオンライン授業が導入されるなど、世の趨

勢としてはウェブ会議システムを利用できる人が増えていくことはあってもその逆に

進むことはないだろう。 

また、今後は、ウェブ会議システムの利用にとどまらず、紛争類型によっては、前述

のようなオンライン上でのチャットシステムを利用した手続や、さらにはチャットシス

テムとウェブ会議システムのハイブリッド型の手続など、様々な手続が構築・導入され

ていくことも考えられる。 

さらに言えば、紛争解決のみならず、それ以前の段階である診断・法律相談のフェー

ズから（場合によっては当事者による交渉の援助を経て）紛争解決フェーズまで、オン

ライン上で、シームレスにすべて完結するような仕組みが構築されることや、それぞれ

の段階に人工知能（ＡＩ）が用いられるといったことも考えられるであろう（ＡＩの活

用は、ＯＤＲ推進検討会取りまとめにおいては「第３段階（進化フェーズ）」と位置づ

けられている。）。特に、診断・相談から紛争解決までシームレスな仕組みを構築するこ

とができれば、利用者にとっての利便性が高まるだけでなく、弁護士会ＡＤＲの取扱い

件数が飛躍的に高まる潜在的な可能性を秘めているのではないかとも考えられるとこ

ろである。 

もちろん、ＯＤＲの導入（特にＡＤＲにおけるＩＣＴ技術の利用）に当たっては、①

本人確認、②秘密保持（無断録画・録音の防止）、③情報セキュリティなどの問題を乗

り越える必要があり、ＯＤＲは完璧な仕組みではあり得ない。しかしながら、これらの

問題はいずれも従来型の対面のＡＤＲにおいてもリスクとして存在するものであり、Ｏ

ＤＲ固有の問題ではなく、リスクの程度に差があるに過ぎないという考え方もできるの

ではないだろうか。もし、そのように考えるのであれば、徒にゼロリスクを志向するの

ではなく、それらのリスクを正しく認識し、その差を埋める対策を講じることに注力す

ることが望まれる。 

また、非対面での調停・和解あっせん手続においては、心証形成や当事者の説得が難

しいのではないかという懸念もあるかもしれない。しかし、そもそも、ＯＤＲが整備さ

 

30 本稿脱稿後、第一東京弁護士会は、株式会社スペースマーケットが提供するスペースシェアリングの

プラットフォームサービスにおけるユーザー間の紛争を同規則の適用対象に指定し、2021年7月1日から、

すべての手続が損害保険ジャパン株式会社の開発したオンラインチャットシステムで完結するという

簡易和解手続を開始した。なお、この取組におけるＯＤＲの利用手数料は、損害保険ジャパン株式会社

の提供する保険によって賄われる。 
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れていなければ、弁護士会ＡＤＲの門を叩くこともない当事者たちがいるはずである。

これまでの知見やノウハウだけに頼ろうとすると、前述のような懸念に直面するかもし

れないが、数は少ないが、実際にウェブ会議システムを利用した和解手続において和解

成立に至った経験からすると、案ずるより産むが易し、ウェブ会議システムでも画面上

に大きく映し出される当事者の表情は十分に読み取れるし、むしろマスクをして顔の半

分が隠れた状態よりも心証形成は容易ではないかとすら思われた。当事者への説得につ

いても同様である。もちろん、多くの場面ではこれまで弁護士会ＡＤＲが培ってきた

様々なノウハウが活用できるはずであるし、それに加えて、非対面でのコミュニケーシ

ョン固有の問題があるとすれば、今後そのような問題について検討を重ねていくことの

重要性は論を俟たないが、少なくとも上述の懸念はＯＤＲの導入を見送る理由にはなら

ないだろう。 

 

６ 期待を込めて 

これまで述べてきたように、様々な乗り越えるべきハードルはあるものの、弁護士会

ＡＤＲは、ＯＤＲの導入・推進に積極的に取り組むことで、利用者の利便性を高め、よ

り多くの人たちに使ってもらえる、選ばれるサービスを提供できる可能性を大いに秘め

ているものと考えられる。 

国連で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）においても、「16．平和と公正を

すべての人に」という目標の中で、「すべての人に司法へのアクセスを提供する（provide 

access to justice for all）」ことが謳われている。これからの日弁連と弁護士会は、

この目標の実現に資するべく、利用者にとってより便利で、使いやすいＡＤＲを提供す

る方策の一つとして、ＯＤＲの積極的な導入に努めることが求められていくのではない

だろうか。 
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第３章 弁護士会ＡＤＲと仲裁法・ＡＤＲ法との関わり 
 

 

 

出井 直樹 

（第二東京弁護士会）

１ はじめに 

ＡＤＲ31の一般的な法制度として、仲裁法、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関す

る法律（以下「ＡＤＲ法」という。）がある。本稿では、これらＡＤＲ法制に当センタ

ーはどう関わったか、そしてこれらＡＤＲ法制の中で弁護士会ＡＤＲは自らをどのよう

に位置付けて来たか、について述べる。 

2001年６月の司法制度改革審議会意見書「21世紀の日本を支える司法制度」において

ＡＤＲが大きく取り上げられ、ＡＤＲが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となる

よう、その拡充・活性化を図るべきであるとされた。その提言を踏まえ、司法制度改革

推進本部に設置された仲裁検討会及びＡＤＲ検討会の二つの検討会で、それぞれ仲裁法、

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（以下「ＡＤＲ法」という。）の検討が

なされた。検討会での検討を経て、仲裁法は2003年に成立し2004年に施行され、ＡＤＲ

法は2004年に成立し2007年に施行された。 

日弁連は、仲裁法及びＡＤＲ法の制定過程で、両検討会に委員を派遣して32検討に参

加し、また節目節目で意見を述べ33、これらＡＤＲ法制の整備に参画した。当センター

は、主担当委員会として、これらの取組において日弁連執行部を支えた。 

 

２ ＡＤＲ法制整備前の弁護士会ＡＤＲ 

ところで、弁護士会ＡＤＲは、これら21世紀初頭のＡＤＲ法制整備の前から存在し、

活発に活動していた。その先駆けは、第二東京弁護士会仲裁センター（以下「二弁仲裁

センター」という。）であり、1990年に設立されている。当センター発足時に既に10を

超える弁護士会（支部を含む）が弁護士会ＡＤＲを運営していた。弁護士会ＡＤＲで行

われていた手続の圧倒的多数は和解あっせんであったが、一部の会では仲裁合意に基づ

く仲裁手続も行われていた34。 

 

31 本稿では、拘束的で裁断型の手続である仲裁と非拘束的で裁断ではなく和解合意を目指す手続である和解

あっせん（調停、和解仲介ともいうが、本稿では「和解あっせん」と総称する）をも含む意味で用いる。 

32 仲裁検討会には吉岡桂輔会員（当センター第２代委員長）、ＡＤＲ検討会には髙木佳子会員（当セン

ター第3代委員長）が日弁連推薦の委員として参加し、またＡＤＲ検討会には廣田尚久会員が有識者と

して参加した。なお、筆者は、両検討会に日弁連委員随行者として参加した。 

33 2002年7月22日付「ＡＤＲ（裁判外紛争解決）についての意見」、2004年８月20日付「ＡＤＲ手続代理

と弁護士法72条問題に関する意見」。また、仲裁法（2002年）及び「総合的なＡＤＲの制度基盤の整備」

（2003年）についての意見募集に際して意見を提出している。 

34 数は少ないが、一部の会では、仲裁合意に基づく仲裁手続も行われていた。また、和解あっせんで成

立した和解に執行力を与えるためにその和解の内容を仲裁判断とする、いわゆる和解的仲裁判断（現行
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すなわち、弁護士会ＡＤＲをはじめ民間ＡＤＲは、別にＡＤＲ法制整備がなされなけ

れば和解あっせんや仲裁ができないということではなく、その整備がなくとも行われて

いたわけである。このことは弁護士会ＡＤＲとＡＤＲ法制の関係を語る上で重要である。 

 

３ 仲裁法 

仲裁検討会における仲裁法制の検討に当たって、日弁連は、国連商取引法委員会（Ｕ

ＮＣＩＴＲＡＬ）モデル法に準拠した仲裁法の制定の方向に賛成し、日本における国際

仲裁を含む仲裁の活性化を志向・支援した。とともに、健全な司法制度の構築及び人権

擁護の観点から、消費者や労働者を当事者とする仲裁合意の効力については、消費者団

体や労働団体とも連携し、消費者・労働者保護のための特別の措置を設けるべき旨の議

論を展開した。それが一因となって、仲裁法附則において、将来の紛争を対象とする消

費者仲裁合意及び個別労働紛争仲裁合意の効力について、特別の定めが置かれた（消費

者仲裁合意についての消費者の解除権、個別労働紛争仲裁合意の無効）35。 

２で述べたように、弁護士会ＡＤＲで申立て前からある仲裁合意に基づいて行われる

仲裁は少ない。弁護士会ＡＤＲの先駆けである二弁仲裁センターは、当初仲裁合意のな

い状態での申立てを受け付け、当事者の話し合いで仲裁合意を取り付けて仲裁手続36に

移行するという建付けの規則を有していた37が、その後の手続規則改正で、仲裁手続と

和解あっせん手続を明確に分離した。仲裁法制定を機に、仲裁手続に関する規定を備え

ていた弁護士会ＡＤＲでは、規則の見直しを行った。なお、和解あっせんの過程で仲裁

合意をして仲裁手続に移行するという仕組みや、和解あっせんで成立した和解に執行力

を与えるためにその内容を仲裁判断とする実務は、二弁仲裁センターをはじめとして、

いくつかの弁護士会ＡＤＲで仲裁法制定後も変わらず行われている。 

 

４ ＡＤＲ法と手続実施者に関する弁護士法72条 

ＡＤＲ法は、ＡＤＲ認証制度を導入し、一定の適格性を有するＡＤＲに申立てへの時

効完成猶予効や弁護士法72条の例外措置として弁護士以外の者が業として報酬を得る

目的で手続実施者となることができる効果を与えるものである。認証制度は、自主性、

任意性、柔軟性を重視するＡＤＲとなじまず、ＡＤＲを硬直化させてしまうおそれがあ

るとして反対も強かったほか、弁護士法72条の例外をどのようにどこまで認めるかにつ

いて、弁護士会内外で様々な議論があった。 

弁護士法72条は、弁護士でなければ業として報酬を得る目的で法律事件について法律

事務を行うことはできないと規定し、法律事務の中に「仲裁」と「和解」が明示して列

 

仲裁法における「仲裁法38条1項決定」）の実務も行われていた。 

35 なお、このような法制については、消費者契約紛争や個別労働紛争について仲裁での解決の可能性を

大きく減殺してしまうものではないか、など弁護士会内外でさまざまな議論があった。これらの措置は

「当分の間」の措置とされ、附則に規定されているが、現在まで改正の機運はない。 

36 当時は、旧民事訴訟法の一部に仲裁に関する規定があり、また後に公示催告及び仲裁手続に関する法

律に引き継がれた（実質的改正はなし）。 

37 仲裁合意前の段階の手続実施者は「仲裁人予定者」と呼ばれていた。 
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挙されている。仲裁については、仲裁法に従って行われる限り、弁護士以外の者38が行

っても違法とならない39との政府解釈が示されている40が、和解、すなわち和解仲介につ

いては、仲裁にもまして弁護士等法律専門家以外の者が手続実施者として関与すること

のメリットが大きいと指摘されていた41ため、何らかの措置が必要であるとして議論さ

れていた。 

日弁連は、民間ＡＤＲ拡充活性化推進の方針を打ち出すとともに、ＡＤＲにおいて公

正・中立・透明性の理念が重要であり、そのために弁護士が手続実施者としてあるいは

機関運営者として積極的に関与しなければならないとしていた42。このような基本的立

場に基づき、会内で議論を重ね、民間ＡＤＲにおける和解仲介について、弁護士以外の

者（注41記載の専門能力を有する者など）の手続実施者としての活躍の場を広げるべく、

弁護士と共同で又は弁護士の助言を受けて行う場合は、弁護士以外の者もＡＤＲで手続

実施者として活動することができるようにすべきであるとの方針を打ち出し、ＡＤＲ検

討会でも主張した。弁護士法72条の根幹の趣旨は守りつつ、ＡＤＲ拡充活性化の方向へ

大きく一歩踏み込んだのである。これも一因となって、ＡＤＲ法における認証の条件と

して、手続実施者が弁護士でない場合において、法令の解釈適用に関し専門的知識を必

要とするときに弁護士の助言を受けるための措置を定めていることが認証の条件の一

つとして規定された（ＡＤＲ法６条５号）43。 

ＡＤＲ法施行（2007年）以来認証制度は一定の定着を見せている。本稿執筆時現在158

の機関が認証を受けている。弁護士会ＡＤＲのうち認証を受けているのは７会である。 

このように日弁連も議論に参加してできたＡＤＲ法の認証制度であるが、この認証制

度と弁護士会ＡＤＲは微妙な関係にある。弁護士会ＡＤＲにとって、ＡＤＲ法の認証が

どれだけ必要・有効かという問題がある。もとより、ＡＤＲはＡＤＲ法があるからでき

るというわけではなく、前述の通り、ＡＤＲ法制定前から弁護士会ＡＤＲは行われてい

た。認証を取得し維持することはかなりの事務負担を伴うし、弁護士業務の一部である

和解仲介の営みが法務省の監督下に入るということ自体に対する抽象的なレベルでの

抵抗もある。認証制度により弁護士以外の者の手続実施者としての活躍の道を広げたが、

弁護士会ＡＤＲではもともと手続実施者はほぼ全て弁護士であり、この点自体のメリッ

トはない44。認証によるＡＤＲ機関の信頼性に関するいわゆる「マル適マーク」効果に

 

38 例えば元裁判官や外国弁護士や研究者など。 

39 弁護士法72条は刑罰法規なので、刑法35条の正当業務行為による違法性が阻却されるという意味と解

される。 

40 衆議院法務委員会平成15年５月27日及び参議院法務委員会平成15年７月24日における政府委員答弁 

41 ＡＤＲ手続実施者に求められる能力として、①法律に関する専門能力のほかに、②紛争の分野（例え

ば医療、建築など）に関する専門能力、③紛争解決の技術（コミュニケーション、カウンセリング等の

技術）に関する専門能力があるということが、ＡＤＲ検討会でも議論され、ＡＤＲ法制定後の法務省の

認証ガイドラインにもその点が確認されている。 

42 2002年7月22日付「ＡＤＲ（裁判外紛争解決）についての意見」。 

43 詳しくは、本書50頁以下の髙木佳子弁護士論考「ＡＤＲ法制定と弁護士の助言」参照。 

44 厳密に言うと、弁護士会は弁護士でもなく弁護士法人でもないので、法人としての弁護士会がＡＤＲ
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ついても、弁護士会ＡＤＲは公的な法律家団体として信頼性がある（と自負している）

ので、あまり必要性を感じない。また、時効完成猶予効についても、実際上それが必要

になる事案というのはそう多くないので、そのためだけに認証を取るかと言われると二

の足を踏む、といった状態である。 

おそらく今後当面は、弁護士会ＡＤＲのうち相当数は認証を取得せず運営を続けてい

くのではないかと思われる。その上で、認証の条件として規定されているさまざまな事

項（資料の保管、情報の取扱い、関係者の秘密を守る措置、苦情取扱いなど）を適切な

限度で取り込んで、手続運営、機関運営の質を上げていくことが求められるであろう。

また、これら手続上及び期間運営上の諸問題については、弁護士会ＡＤＲの側から認証

ＡＤＲ・法務省に対して問題提起・フィードバックしていくことも重要になると思われ

る45。 

 

５ 近の動き 

現在法制審議会仲裁法制部会において、ＵＮＣＩＴＲＡＬモデル法2006年改正を反映

する仲裁法改正（仲裁廷の暫定保全措置に執行力を与える等の改正）の検討及び民間の

調停手続で成立した和解に執行力を与えることの適否に関する検討がなされている。こ

のうち後者は弁護士会ＡＤＲにも大いに関係する法制上の課題である。調停での和解合

意への執行力付与については、ＡＤＲ法制定時にも議論され、また施行後５年の見直し

検討でも議論されたが、見送りになっていたものである。今回国際調停に関する国連条

約（シンガポール条約）採択を機に、同条約の対象とする国際調停についてのみ措置す

るのか国内調停も含めて措置するのかが議論となっている46。 

 

６ 終わりに－弁護士会ＡＤＲと法 

日弁連、弁護士会は、公益的な法律家の団体として、ＡＤＲの健全な発展に寄与すべ

く、ＡＤＲ法制に関して意見を述べていかなければならない。その際、弁護士会自らが

ＡＤＲ運営主体である、また実際に仲裁や和解仲介を行うのは会員である弁護士である

ことが多いという点が当然その意見に影響してくる。しかしながら、ＡＤＲ法制の議論

をするときは、弁護士会ＡＤＲだけうまくいけばよいということではなく、弁護士会以

外、さらには仲裁法・ＡＤＲ法のもと弁護士以外の行う仲裁・和解仲介もありそれらに

ついても健全な発展をはからなければならないという視点をおろそかにしてはならな

 

業務を行う（利用者から手数料等を受け取るのは手続実施者である弁護士ではなく弁護士会である）こ

とが弁護士法72条に抵触しないのかという問題もある。少なくとも違法性は阻却されるということにな

るであろう。 

45 これらについては、今後ＡＤＲ機関について、認証・非認証を問わず喫緊の課題となると思われるＩ

Ｔ化、オンライン化の規則や実務についてもあてはまる。ＩＴ化、オンライン化などＯＤＲ（online 

dispute resolution）への対応については、2020年10月に法務省にＯＤＲ推進検討会が設けられ、そこ

で検討が進められている。 

46 注45記載のＯＤＲ推進検討会でも、ＯＤＲの検討とあわせて、国内ＡＤＲを中心に、和解合意に執行

力を付与するニーズがどれくらいあるのか、その弊害・隘路は何か、等が検討されている。 
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い。 

また、企業だけでなく個人の活動もグローバル化している。日弁連の司法制度に関す

る議論全般に通有する問題であるが、法制度の議論をする際に、国際的な視点を持つこ

とを忘れてはならない。 

５で紹介したように、ＡＤＲ法制に関する久々の動きがある。日弁連としても、当セ

ンターとしても、積極的に関わっていく必要がある47。 

 

47 これら法制については、日弁連内では、当センターのほか、国際商事投資仲裁ADRワーキンググルー

プが主担当委員会となっている。 



 

－97－ 

第３部 寄稿（研究者等） 

 

ＡＤＲは会務の壁を越えられるか？ 

－研究者から見た弁護士会ＡＤＲ－ 
 

 

１ はじめに 

本稿で与えられたお題は、研究者から見た弁護士会ＡＤＲの現状と課題について述べ

よというものであった。私は、弁護士会のＡＤＲセンター等で調停技法研修の講師をし

ばしばさせていただいている他、第二東京弁護士会の実務上の諸問題研究会48、熊本県

弁護士会震災ＡＤＲ49、ＡＤＲ利用者調査プロジェクト50、などでの関わりを持っている。

弁護士会ＡＤＲに関して、比較的至近距離での観察を許されてきた存在であると自認し

ているが、残念ながら誰もが納得できる説得力を持ち合わせてはいない。限られた字数

でもあり、偏りを自覚しつつも、率直に私論を述べさせて頂く点を御了承願いたい。 

 

２ 弁護士会ＡＤＲの光と影 

弁護士会ＡＤＲセンターは、多くはないが一定の水準での実績は上げ続けている。近

年において震災ＡＤＲ・災害ＡＤＲが弁護士会ＡＤＲの活用シーンとして位置付けられ、

非常時に市民に現実的な紛争解決手続を提供するスキームとしての定着が進んでいる。

また、様々な政策型のＡＤＲの母体として、弁護士会ＡＤＲが活用されていることも事

実である。例えば、 近では厚生労働省が第二東京弁護士会に委託して運営している「フ

リーランス・トラブル110番」がある。また、外務省によるハーグ調停、文部科学省に

よる原発ＡＤＲ、総務省による地デジＡＤＲその他、様々な分野での政策型ＡＤＲが実

現し、社会に対する貢献を果たしている51。 

しかし、他方で、弁護士会ＡＤＲが30年以上の月日を経ながら、依然として日陰の存

在に留まっている事実は認めざるを得ない。残念ながら、多くの弁護士にとって、ＡＤ

Ｒは現実的な解決の選択肢として思い浮かばない位置に置かれている。1990年に設立さ

れた第二東京弁護士会仲裁センターを先駆けとしながら、全国での合計としての申立件

数が千件前後の水準に留まることからも明らかなように、多くの弁護士がＡＤＲを活用

 

48 同研究会の成果は、ＪＣＡジャーナルでの連載として報告されている。出井直樹＝入江秀晃「和解あ

っせん実務上の諸問題研究⑴和解あっせんの当事者の守秘義務」ＪＣＡジャーナル68巻１号（2021年）

17-21頁。 

49 入江秀晃「熊本県弁護士会震災ＡＤＲをめぐって」仲裁とＡＤＲ12巻（2017年）28-36頁。 

50 入江秀晃「単位弁護士会系センターにおける手続利用者」太田＝垣内編『法と実務』（商事法務研究

会・2018年）137-151頁。 

51 渡部晃「日本のＡＤＲの現状；弁護士会ADRの周辺」仲裁とＡＤＲ11巻（2016年）23-30頁。ただし、

弁護士会ＡＤＲが官公庁の下請を担う傭兵的法律家の供給源であることへの批判はありえる。たとえば、

原発ＡＤＲが結果的に原子力行政を守る役割を果たしたことは疑いないのではないか。 

 

入江 秀晃 

（九州大学 

 准教授） 
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するという状況にはない52。 

 

３ ＡＤＲの存在理由 

弁護士の多くにとって、弁護士会ＡＤＲが紛争解決手続の選択肢に上らないのは、Ａ

ＤＲの存在理由が腑に落ちていないからであろう53。ＡＤＲが何のために存在するかに

ついて、弁護士会ＡＤＲの設立時には盛んに議論された54が、近年においては、あまり

正面から議論されることが少ないように思われる。仙台の震災ＡＤＲなどの活動におい

ては、ＡＤＲの存在理由についての議論の再生が見られた55とも考えられるが、全般と

しては低調なのではないか。 

裁判所の調停についての不満を言う弁護士は少なくないが、一般的に言って弁護士に

とっての選択肢にはなっている。普通の弁護士は、裁判所の調停については不満を言い

つつも利用するが、弁護士会ＡＤＲについてはそもそも何をやっているかを知る気にも

なれない存在に留まっているのが現状と言えるだろう。 

しかし、裁判所にしても、どのように運用すれば効率的、効果的に実践できるかには

関心がある。実際に、司法調停で現地調停が重視されるようになったとか、２時間の期

日を設ける場合が増えたといった変化は、弁護士会ＡＤＲの影響を受けたのではないか

とも言われることもある。近年の民事調停強化にしても、面会交流や養育費に関連する

家事調停などにしても、裁判所の調停制度改善への意欲は観察される。弁護士が裁判所

の外でよい実践をすれば、裁判所もそのやり方を早晩取り入れる可能性がある。裁判所

の調停が良くなれば、手続を活用したい人が増え、弁護士利用も増え、リーガルマーケ

ットが拡大する。裁判所の調停の利便性が拡大しすぎて、代理人弁護士不要となり、弁

護士にとってのリーガルマーケットが縮小するという逆の可能性ももちろんゼロでは

ない56が、もっと調停が使われるようにシステムが改善されるように働きかけるのが弁

護士会としても合理的であるはずだ。例えば離婚にしても１割程度しか調停手続が利用

 

52 統計データに関しては、日弁連の仲裁ＡＤＲ統計年報を参照。農端は、二弁仲裁センターにおいて医

療ＡＤＲ、国際家事ＡＤＲ、金融ＡＤＲなど専門ＡＤＲのメニューが拡大しながら、一般事件の取り扱

い件数の低迷の現状について紹介している。愛知や仙台のように比較的利用が活発なセンターを含めて、

一般事件の取り扱い件数に頭打ち感が出ているところは否めない状況がある。農端康輔「実務の潮流 第

二東京弁護士会仲裁センターの現状と課題」前掲15巻（2020年）19-25頁。 

53 少数の弁護士が上手にＡＤＲを利用し、当事者に益を与えている点に関しては、『現代調停論』９章

（216頁以下）を参照。入江秀晃『現代調停論』（東京大学出版会・2013年） 

54 たとえば、原後山治、萩原金美、渡邉一平らによる議論が代表的なものと言って良いであろう。 

55 仙台会による発信力には、注目すべきものがある。震災ＡＤＲに関する著書や、論考の刊行は多い。

たとえば、斉藤による下記の論考など。斉藤睦男「ＡＤＲのカ・ク・シ・ン―臨床法学への展望―」日

本弁護士連合会編『現代法律実務の諸問題 平成30年度研修版』（第一法規・2019年）273-303頁。 

56 裁判所が本人当事者に親切な運用をすることに弁護士から反発の声が上がる場合があるのは、古くか

ら見られる現象のようである。たとえば、川本は、「法曹という一升酒を一方が多く飲めば一方が少な

く飲む」と、家庭裁判所における本人向けサービスの過剰を批判している。川本赳夫「裁判所等の相談

事務と法曹三身一体論」自由と正義16巻4号（1965年）43-46頁。 
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されず、大半は協議離婚である実情がある。他国に比べて弱すぎる離婚への裁判所の関

与強化には社会的ニーズがある。そして、司法調停を改善させるために司法調停のライ

バルたる民間のＡＤＲを上手に育てて、裁判所への改善圧力を利用者・市民の側の声で

作り出すのが王道であろう。 

こうして考えると、弁護士会にとっては、ＡＤＲはリーガルマーケット拡大のための

ツールとして位置付け得る。であるならば、相当程度のエネルギーとコストをかけても、

ＡＤＲに取り組んでいくことが弁護士全体の利益につながるはずである。しかし、こう

した議論は意外なほど聞かれない。根源的な位置付けについては棚上げした状態で、な

んとなくの会務としての取組が続いてしまっているように見え、いかにも残念である。

災害ＡＤＲにしても、官公庁が進める政策型ＡＤＲにしても、弁護士会という公器を元

に実践されているからこそ弁護士会ＡＤＲとして実現できているというプラスの側面

がある。一方で、集団として統一感・インテグリティを形成するに至っておらず、前例

踏襲、個別あっせん人任せという散漫な実践に留まるというマイナスの側面が克服でき

ていない。これは、ＡＤＲ実践が会務という一種の無責任体制で実施されているためで

あるように見える。 

 

４ 非弁行為との関係 

非弁の問題は政治性を帯びており、扱いが難しいが、ＡＤＲが正義へのアクセス拡大

の手段として位置付けられることを考えると、避けては通れない問題である。私自身の

立場を言えば、弁護士法72条の規律は日本社会において重要であり、この規律そのもの

を廃止すべきといった考えはない。しかし、この規律が正義へのアクセスへの障害にな

る場面も存在しているとも考えている。 

ＡＤＲについて、「弁護士は自分ではやらないくせに他人にはやらせない」と言われ

ることもある。実際には、弁護士会ＡＤＲをはじめとして様々な努力がなされている。

各々の弁護士からすれば、多額の弁護士会会費も支払い、公益活動にも汗を流している

弁護士集団が、フェアな社会実現の障害になっているなどという批判には納得できない

だろう。欧米諸国の弁護士に比べても、良心的な費用体系で、総体としては真面目に働

いているのは間違いないはずである。しかし、自分達がそう在りたいという姿と、他者

から見られている姿のギャップには意識的になる必要がある。 

私自身が気になっているのは、非弁であるかないかという解釈論よりもむしろ、非弁

への弁護士会の関与が、戦略性に乏しそうに見える点にある57。公益性の観点で、活動

が必要とされているが、弁護士がビジネスとして取り組みづらいという領域がある。例

えば、 近では、面会交流分野がある。問題の性質として葛藤性のある当事者の関係調

整に手間がかかっており、弁護士法との関係が問題になりやすい。面会交流の活動その

ものを弁護士が独占的に提供すべきか、提供できるかといえば、否と言わざるを得ない。

 

57 たとえば、2020年10月号の「自由と正義」の非弁問題特集等にその苦労が窺えるが、議論が行政書士

及び司法書士との業際問題に集中しすぎている嫌いがある。社会的正義の実現を考える上で、より広い

議論が必要であるように思える。なお、司法書士会に向けた拙稿も参照。入江秀晃「ＡＤＲをどう話か

すか（特集：検証・ＡＤＲ）」月報司法書士571号（2019年）20-29頁。 
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公益的な動機で面会交流支援に取り組もうという団体は、基本的にフェアな社会の実現

を目指している。将来的にはこの分野にも金儲け主義の悪質な団体が現れる可能性があ

るが、今のところはそうではないように見える58。思うに、こうした公益的な動機を持

つ団体は本来、弁護士会にとってはパートナーシップを結ぶべき存在である。そして、

実際に面会交流分野のＮＰＯ等に関与する弁護士もおられるが、残念ながら弁護士集団

全体からすれば一握りに留まる。そこで、会員の弁護士から面会交流支援団体を非弁委

員会で調査せよとされれば、やはり、疑いの目を持って調査対象とせざるを得なくなる。

公益的な活動に取り組もうとする団体側の視点に立てば、弁護士会は抑圧的な存在に映

る。私が見る限り、公益的な活動に取り組もうとする事業者の多くは遵法意識も高く、

弁護士との連携の必要性も理解している59。 

他方、確信犯的に非弁業務を行っている事業者も、様々な分野で日本社会においては

依然として存在すると思われる。非弁の疑いが濃厚な事業者のＷｅｂサイトなども見か

ける。こうして考えると、行儀の良い良心的な事業者を萎縮させ、行儀の悪い悪質な事

業者を放置しているのではないかという疑いが浮かぶ。これは、弁護士自身の新しいビ

ジネスも、同業者の嫉妬等の負の感情でブレーキをかけられるという話と地続きであろ

う。非弁委員会という会務のガバナンスは、どうあるべきなのであろうか。端的に言っ

て、弁護士会の非弁への向き合い方が、外から見た弁護士会のイメージを毀損している

とは言えないだろうか。また、広い意味でのリーガルマーケットの成長阻害にもつなが

っていないだろうか。弁護士法の解釈及び非弁委員会の活動が、公益及び弁護士集団の

利益につながっているのかの検証が必要であるように思われる60。 

 

５ ビジネス開発のテストベットとしてのＡＤＲセンターの可能性 

荒唐無稽なアイデアに見えるかもしれないが、単一の弁護士会内に新しいセンターを

いくつも作れるという方向があり得るのではないかと考えている。つまり、会務という

ことではなく、特定の個人ないし少数の弁護士でセンター内センターを開設できるよう

な環境を整えるのである。汎用のＡＤＲセンターは残しつつも、様々な特徴を持つＡＤ

Ｒセンターが専門店のように軒を並べるようなイメージである。事務局機能や会館の利

 

58 ＮＰＯ法人キッズふぁーすとの事務局長である渡邉祥子弁護士は、日本全国の面会交流支援団体の全

国調査を行ったうえで、善意と熱意で運営にあたっている実態を整理している（渡邉祥子・小田切紀子

『面会交流支援団体調査報告書』（特定非営利活動法人キッズふぁーすと、2021年））。また、面会交流

支援研究会（代表：二宮周平教授）では、団体間の情報交換も行われている。 

59 実際に、面会交流支援団体の活動が一方当事者のみを利する方向で動くなど、公正性の面で問題があ

るケースもあろう。しかし、非弁を理由とする批判になると、バランスを持った節度ある団体も活動が

しづらくなる。 

60 英国における法律専門職職域をめぐる近年の改革について、下記を参照。山田八千子「イギリスの司

法制度改革におけるABSの導入：「法律事務所」の新規事業形態」中央ロー・ジャーナル15巻３号（2018

年）177-189頁、我妻学「イギリス(イングランド・ウェールズ)における法曹制度改革の試み--二〇〇

七年法的サービス法」法学会雑誌49巻2号（2009年）29-83頁。山田は、消費者の法律家団体への不満へ

の対応の不十分さを背景として、2007年法による弁護士自治の制約が制度化されたとする。 
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用なども解放すれば、開設はさらに容易になるだろう。もっと言えば、例えば５年単位

などでプロジェクト補助金を出すスキームを整備すれば、アイデア段階でも競争が生ま

れる。弁護士会が自ら資金を拠出するだけでなく、投資市場やクラウドファンディング

から調達するアイデアもある61。漠然とした会務、後ろ向きの関与、惰性の運営に陥り

がちな状況に、緊張感を与える存在になるだろう。実践方法が良ければ、他の手続にも

伝播するはずである。 

具体的に言えば、分野特化などの他に、独自の料金体系を取るとか、手続実施者の能

力面で高い水準を課すなども考えられる。例えば不動産賃貸借62、離婚、労使、刑事事

件に関連した民事的紛争等々、分野特化型で看板を掲げれば、一定の需要を掘り起こす

ことはできそうである。行政書士会が、ペットトラブルに特化して一定の実績を上げた

が、弁護士会内でも気軽にセンター内センターを立ち上げるイメージで、分野特化のセ

ンターを立ち上げられると良いのではないか。成立手数料が不要のタイムチャージ型の

料金体系とするとか、少額の案件を受け付けないというセンターもあっても良い。さら

には、必ず意見書を書いてもらえるとか、全員のあっせん人が英語でも手続きできる、

等々、進め方に関するユニークさもあっても良い。 

30年前に開始された枠組みの内、使えるところは使っていけば良いが、単に発想が固

くなってしまっているかもしれない。本当の意味でこれから必要とされる手続はどのよ

うなものであろうか。何よりも、在るべき姿を青臭く語り合えることが必要である。 

 

 

 

 

61 実際に、オンライン紛争解決サービスを手がけるミドルマン株式会社は、株式投資型クラウドファン

ディングサービスにより、2020年３月に２千万円の資金調達を成功させている。 

 https://fundinno.com/projects/117（2021年３月16日アクセス） 

62 ＡＤＲ利用者調査によれば、不動産賃貸借などの分野では、利用者満足度が高いという結果が出てい

る。入江秀晃「単位弁護士会系センターにおける手続利用者」太田＝垣内編『法と実務』（商事法務研

究会・2018年）137-151頁。 
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弁護士会ＡＤＲの 

新しい時代へ向けて 

 

１ はじめに 

1990年の第二東京弁護士会「仲裁センター」の開設が弁護士会ＡＤＲの嚆矢となり、

2020年で30年を迎えられた。司法制度改革審議会意見書の提出（2001年）や裁判外紛争

解決手続の利用の促進に関する法律（平成16年（2004年）成立）（以下「ＡＤＲ法」と

いう。）に先駆けたこのアイデアの新鮮さとその後の展開の豊かさを振り返るとき、一

研究者として改めて感銘を受けるものである。と同時に、弁護士会ＡＤＲの可能性はな

お沃野として広がっていると考えられる。本稿は、その一部を検討し若干の提案を行う

趣旨である。ＡＤＲの更なる発展の捨て石となれば幸いである63。 

以下では、弁護士会ＡＤＲの制度目的を整理し（２）、現状の検討を踏まえて（３）、

若干の提言を行い（４）、新しい時代への期待を申し述べる（５）。 

 

２ 弁護士会ＡＤＲの制度目的 

手続の運営に当たっては複数の制度目的を前提とすることが多いが、その重み付けが

実際の運用やプロセスに影響を与えることから、まず、ＡＤＲの制度目的を概観して、

弁護士会ＡＤＲに固有の制度目的の検討を試みる。後者については、弁護士のプロフェ

ッションとしての職業倫理を参照して、公益性とビジネス性の双面性を前提として整理

してみたい。 

ところで、民間型ＡＤＲのうち、現在、業として和解仲介サービスを提供することが

認められているのは、弁護士（弁護士法72条）及び認証紛争解決事業者（ＡＤＲ法５条）

である。後者は紛争分野の特定と手続実施者の専門性の客観的認証を要する（同法６条

１号・２号）が、弁護士にはそのような制限がなく、手続も各ＡＤＲがその制度目的に

も適合するように定めることができる点で、自由度が高く選択肢も豊富である。弁護

士会ＡＤＲが認証を受ける場合にも、ＡＤＲの自由度に大きな影響が生ずるわけではな

い。そこで、以下では認証・非認証を問わず、弁護士会がＡＤＲを運営することの意義

を確認し、制度目的の展開を踏まえて今後の戦略を検討することとしたい。 

⑴ 一般的な制度目的 

米国のＡＤＲ運動や国内のＡＤＲ推進政策・実践を顧みると、その制度目的として、

次のような点が提示されてきた。すなわち、①裁判所の負担軽減（とくに米国）、②国

 

63 本稿は、2020年９月11日開催の第24回全国弁護士会ＡＤＲセンター連絡協議会（以下「連絡協議会」

という。）での報告を基にしたものである。同日及びその準備において刺激的な議論をしてくださった

コーディネーター・パネリストの方々（室谷和宏弁護士、斉藤睦男弁護士、農端康輔弁護士及び垣内秀

介東京大学教授）に、改めて感謝申し上げる。また、私事で恐縮であるが、第二東京弁護士会や岡山弁

護士会のＡＤＲセンター設立に立ち会わせていただいたことが、ＡＤＲ研究の出発点となっていること

にも、この場を借りてあつく御礼申し上げたい。 

 

山田 文 

（京都大学大学院 

法学研究科教授）



 

－103－ 

民に廉価、迅速な紛争解決制度を提供すること、③衡平な解決の試み（エクイティの

形成）、④当事者の自己決定による紛争解決の機会の提供、⑤法律以外の専門的知見を

必要とする紛争への対応（専門性）、等である。 

これらのうち、③の衡平な解決の試みやその基礎となるエクイティの形成機能は、

実体規範に関わる目的であり、やや特殊であるが、近時は米国のＡＤＲでもエクイテ

ィの形成を観察する研究もあり、また国内では、抽象的な規範の具体化や新しい制度

の社会へのソフトランディングの方法として調停が用いられたり、「すわりの良い解

決」のために和解勧試やＡＤＲが用いられてきた経緯もあり、ここに掲げておくこと

とする64。 

⑵ 弁護士会ＡＤＲの制度目的―公益性とビジネス性の複眼的思考 

1） 公益性 

弁護士の業務は、プロフェッションとして公益性に根ざす一方、民間の事業者と

してのビジネス性を否定することは難しく、双面性を有するというべきであろう。

本稿は、弁護士会ＡＤＲもその延長にあるものとして複眼的思考を提言したいと考

えるが、その前に、弁護士会ＡＤＲの制度目的を確認するために、第二東京弁護士

会仲裁センター設立時の理念（３つのパッション）を振り返ってみたい。 

連絡協議会での農端弁護士のご報告によれば、３つのパッションとは、⑥少額紛

争の解決、⑦民事訴訟・民事調停の改革・改善、及び⑧「相談から仲裁へ」「相談

から解決へ」の流れの実現であった。これらは、⑥は裁判制度の補完の役割を担い、

⑦も訴訟・調停制度の改善を促し、⑧は縦割りになりがちな相談・ＡＤＲ・仲裁を

つなげ、ユーザーの使いやすさを追求すること、相談からＡＤＲへという途切れの

ないプロセス（紛争解決のための手続デザイン）の重要性を当事者の視点から明示

しようとする考え方であり、いずれも公益性を意識したものと考えられる。背景と

して、ＡＤＲ法に先だって仲裁センターを設立した30年前は、在野の立場から公的

制度に「対抗」することの意義として、公益的な要素がより重視されたという事情

もあったかもしれない。 

2） ビジネス性 

他方、③衡平な解決の試み、④自己決定による紛争解決、⑤専門性、及び⑧相談

から解決への手続デザインといった制度目的は、いずれも伝統的な裁判手続では十

分な対応が難しく、民間の弁護士会ＡＤＲにアドバンテージを認めやすいと考えら

れる。ただし、③④は民事・家事調停と対抗関係にあり、⑤は調停や裁判手続でも

工夫されているから、両者は競合すると言えるが、裏を返せば競合に勝つことでビ

ジネス性と結びつくことになろう（更にこのような競合が、⑦訴訟・調停の改善を

促進するであろう。）。 

 

64 米国の状況を含めて、谷口安平「いま日本のＡＤＲを考える」仲裁とＡＤＲ８号（2013年）１頁参照。

また、震災ＡＤＲにおける一種のエクイティ形成の実情として、仙台弁護士会紛争解決支援センター編

『３.11と弁護士：震災ＡＤＲの900日』（金融財政事情研究会、2013年）、「震災ＡＤＲシンポジウム 仙

台から熊本へ」（2016年８月27日、熊本大学）https://japan-adr.or.jp/activity/shinpojiumu20160827/

等を参照。 
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これらに対して、⑧のような制度横断的なアプローチは、民間型ＡＤＲとくに弁

護士会ＡＤＲの強みである。相談から解決に向かう過程で不本意ながらドロップア

ウトしてしまう紛争を、途切れのないプロセスによって取りこぼさないようにする

という点では公益性が強いとも言えるが、いわば紛争の囲い込みと見れば、ビジネ

ス性と結びつく可能性もあろう。 

3） 複眼的思考 

もっとも、設立30年を経た現在においても、弁護士会ＡＤＲがビジネス性に完全

にシフトすべきとすることは、弁護士の社会的役割を前提とすると難しく、また相

当でないように思われる。30年前と比べて、現在では法的情報・助言の提供は隣接

法律専門職やウェブ上の情報を含めて格段に増えているが、その中で、弁護士は高

度な職業倫理に基づいて質の高いサービスを提供する点においても優位性があり、

これを支える弁護士のプロフェッション性がまたビジネス面でも競争力を高める

という循環が想定されるからである。 

他方で、30年の経験は、弁護士の法的専門性の幅も広げてきたと評価できる。例

えば、③衡平な解決の試みについては、裁判規範の適用とは異なる発想が必要とな

るが、法の素人では思い切った発想は難しいところ、法とその限界を知悉する専門

家の方がかえって斬新な発想で解決案を創出し調整することが可能となり得る。代

理人としてのみならず中立的第三者（手続実施者、民事家事調停委員・調停官等）

としての経験の積み重ねが、このような能力をも涵養してきたものと期待される。 

この点では、上述のように、調停等の既存のＡＤＲとの関係でも競合関係にある

が、弁護士会ＡＤＲではいわゆる大岡裁きではなく、実体的にも手続的にも法的専

門性の高さをベースとして、当事者の主体性を保障しつつ衡平性を模索することが

できれば、一定のアドバンテージを得るものと考えられる。 

⑤専門性についても、専門的知見を要する訴訟や調停での経験を前提に、当事者

間の公平や手続の公正さを支える 小限のルールを見据えつつ、ＡＤＲではより柔

軟な方法を工夫することができそうである。 

さらに、この30年の間に、非党派的な第三者としてのリーガルサービスは拡大し

（例えば、破産管財人等や調査委員会等の業務を想起されたい。）、ＡＤＲ手続実施

者・運営者や助言者等としての役割はその一つとして位置づけられ、弁護士会のみ

ならず民間型・行政型・司法型のＡＤＲにおける新たなサービスとしての可能性を

顕在化させてきたと言えよう。このような潮流を前提とすると、かつて公的制度へ

の対抗と対内的正当化の論理として公益性が強調されたとすれば、現在では弁護士

会ＡＤＲはビジネス性を伴うサービスとして固有の意義を対外的にアピールする

方向性をも取り込みつつ、他のＡＤＲとの比較で優位性を競う方向へと変わってき

た、そのような変遷を看取できるとの推論も許されよう。そしてその場合でも、上

述のように、弁護士としての公益性・プロフェッション性が、手続の内実とともに

社会的な信頼性という付加価値を与えることで、ＡＤＲサービスの市場価値を高め

ていくのではないかと考えられる。 
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３ 現状 

それでは、このような自由度や優位性を弁護士会ＡＤＲは十分に生かしているだろう

か。 

⑴ 全方位体制の分かりにくさ 

外部から見る限り、弁護士会ＡＤＲはその自由度ゆえに、全ての民事紛争を対象と

して汎用的な手続を提供する、いわば全方位体制にあるようである。また、ＡＤＲ運

営の意義についても、裁判や民事調停との関係での対内的な正当化の論理がなお力を

持っているように見える。そのため、弁護士会ＡＤＲ固有の制度目的が何か、そして

それは運営主体ごとに異なり多様性を競うべきものと考えられるが、それが外部には

明瞭には見えてこないように思われる。 

管見の限りでも、例えばプロのＡＤＲユーザーたる企業65や紹介側に立つ消費者相

談機関から、弁護士会ＡＤＲを利用したが弁護士というだけで和解仲介のスキルや紛

争に見合った専門性のある手続実施者が選任されなかった（そのような人の選任がシ

ステムとして保障されていなかった）とか、弁護士会ＡＤＲを消費者に勧めるべきポ

イントが具体的でない（「納得のいく解決」とは何か？）といった感想を聞くことがあ

る。また、民間型ＡＤＲに理解があり一定の紛争類型について訴訟手続の中止（ＡＤ

Ｒ法26条）を考えてもよいとする裁判官からも、民間型ＡＤＲ一般についてではある

が、具体的な情報に乏しく、付調停ではなく民間型ＡＤＲを推奨するにふさわしい情

報提供がなされていない、との指摘を聞く。 

⑵ 相談からＡＤＲへの流れの目詰まり 

他方で、いわゆるワンショット・ユーザーが自発的にＡＤＲを探しアクセスするこ

とは期待しにくく、弁護士を介してＡＤＲを知り、その勧めによりＡＤＲを利用する

ことが多いと推測されるが、その弁護士自身がＡＤＲについて不正確・不十分な情報

しか有しておらず、結果として利用を妨げるゲートキーパーとなるおそれもある。こ

のような目詰まりを解消するためには、相談からＡＤＲまでのプロセスを一貫したも

のとするための具体的情報提供や連携、また、ＡＤＲを交渉決裂後ではなく第三者を

交えた交渉とみて紛争の 初期から利用できるようにすること等の検討が考えられよ

う。 

⑶ 弁護士会ＡＤＲへの信頼性 

さらに、日本社会における弁護士に対する一般的な信頼が、ＡＤＲ運営者・手続実

施者としての信頼に十分にはつながっていないように思われる。例えば民事調停制度

は100年の歴史と権威があり、それを支える法制を有しているが、弁護士会のＡＤＲは

これに伍する信頼性は潜在的には具備しているものの、なお十分には顕在化していな

 

65 国内では、ビジネス紛争は相対交渉等で対処され、訴訟や仲裁・ＡＤＲに現れる例は少なかったとさ

れるが、今後は、コンプライアンス強化や業務執行監督の透明化、投資の国際化等の潮流が、第三者の

介在による紛争処理の透明化を促進するかもしれない。また、法務担当者や社内外の弁護士にも在外経

験者が増え、厳しい競争にさらされている国際的なＡＤＲサービスとの比較で国内ＡＤＲの在り方を評

価する傾向も顕在化するのではないかと推測される（この点は、2020年11月20日開催の一般財団法人日

本ＡＤＲ協会シンポジウム「ビジネスとしてのＡＤＲの可能性」においても議論された。）。 



 

－106－ 

いように見える。 

もっとも、この点は後発のライバルである弁護士会側に証明責任があると言えるか

もしれない。例えば、裁判所の門をくぐらなくとも法的専門性の裏付けのある解決手

続を利用できることのほか、専門性とのマッチングや手続実施者のスキルの（制度的）

保障、利便性や実績などを具体的かつ説得的に示して、民事調停よりも手続費用はか

かる場合があるが、それに見合うメリットがあることを積極的に証明することが必要

であろう。 

⑷ ユーザーのニーズと手続改善 

また、弁護士会ＡＤＲでは、紛争解決の専門家のサービスとして手続メニューの設

計・改善のクオリティが期待されるが、その際に潜在的ユーザーからニーズを十分に

聴き取り、手続実施の可能性をぎりぎりまで調整しているか、運営側の都合が優先し

ていないかについても再度問い直すべき変革期にあるように思われる。 

仄
そく
聞する限りでは、弁護士会活動としての限界性（手続実施者の候補者間で、競争 

原理や研修等による差違化を働かせることの困難等）や、法律の専門家なので裁判準

拠的な和解仲介しかできないといった自己規制が介在しているようである。仮にこの

前提が事実であるとすると、業としての和解仲介サービスを独占的に提供し、助言弁

護士等として他のＡＤＲにも関与し影響を与える弁護士が実施するＡＤＲとして、Ａ

ＤＲの自由度と表裏をなす優位性を現時点で示すことができているかが、不断に問わ

れるべきと考えられる。30年前との比較で言えば、当時弁護士会ＡＤＲは裁判による

実体的正義の相対化に踏み込むに当たり大きな挑戦をしたのであるが、その足跡を、

仲裁・ＡＤＲの利用促進が法政策レベルでも強く進められるこの時代に、どのように

深化させるかが問われているのではないだろうか。 

 

４ 戦略 

⑴ 相談・交渉からＡＤＲまでのデザイン化の試み 

以上を踏まえた将来戦略には様々な可能性があるが、一例として、弁護士（会）の

大きなアドバンテージたる「相談・交渉からＡＤＲまで」（上述⑧）の各システムを相

互に連携させ包括的なシステムを想定し、その中にＡＤＲを位置づけることが挙げら

れよう。弁護士会が運営する相談のほか、自治体・消費者相談などの各種窓口、弁護

士が関与する各種業界型ＡＤＲの相談窓口などに寄せられる相談において、ＡＤＲを

紹介すべき特徴やニーズ、ＡＤＲのなかでもどのＡＤＲを紹介すべきか、あるいは弁

護士紹介につなげるべきか（その上でＡＤＲ利用を勧奨するか）の目安を策定し、相

談担当者も相談者もスムーズに解決までの道筋が見えるようにデザインし、また各シ

ステムをネットワーク化していくことは、潜在的な紛争をＡＤＲに持ち込み易くする

とともに、法へのアクセス拡大という意味で公益的役割も担うことになる。 

かつて米国のＡＤＲ運動を裁判所側から支えた概念として「マルチドア・コートハ

ウス」があり、そこでは一つのドアから入ってきた当事者をＡＤＲを含む 適な手続

を用意するドアに誘導するイメージが提示されていた。上記で提案した相談からＡＤ

Ｒまでの連携の試みは、近時のデザイン思考の考え方に示唆を得て、相談者のニーズ

を観察と共感によって理解し、適合する手続を選択または創設することを試み、更に
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試行錯誤を経てＡＤＲを含む解決システムを更新することを重視する点で、マルチド

ア・コートハウスのような効率的な紛争配分のシステムとは質的に異なるものである。 

このような相談から交渉やＡＤＲ及び裁判への連携をスムーズに行いつつ、各ステ

ップで秘密保持を保障する等のメリハリをつけることが重要な論点であることはＯＤ

Ｒ活性化検討会でも指摘されたところである66が、今後は、まさにＩＴを利用して相

談からＡＤＲやＯＤＲ（オンライン紛争解決手続）につなげられるようなインターフ

ェイスの工夫が必要となる。そしてＩＴ技術の前段階として、トラブルに遭遇した紛

争当事者がどのような言語化されていないニーズを有し、実際にはどのように行動す

るのか、例えば企業法務部や消費者相談員などのヘビーユーザーからヒアリングをし

たり、法律家の視点だけではなく、行動心理学や人間工学等の専門的知見とともに観

察・理解を試みたりすることも有用と考えられる。 

このような観点からすると、法律家が紛争として捉えている状況は、実は当事者に

とっては交渉が決裂し 終段階に近いのであって、交渉自体を公正なものにしたい、

デッドロックを未然に防止したいというニーズもあり得るところ、紛争は未発生だが

第三者の公正な情報提供等により交渉を成功させるという意味での（例えば契約条件

の交渉や履行条件の調整のための）拡大的なＡＤＲも考えられるかもしれない。 

総じて、弁護士会ＡＤＲは相談を含めた紛争解決システム全体のハブとして、裁判

所と異なり能動的なアプローチができ、また、弁護士会の外のユーザーの世界にアウ

トリーチしていける、そのような攻めの姿勢をとれる強みを、有しており、それをさ

らに生かしていくことができるのではないかと考えられる。 

⑵ 弁護士の「専門性」の高度化  

もう一つの戦略として、上述の③衡平な解決の試み、④自己決定による紛争解決、⑤

専門性を総合して、弁護士の「専門性」を磨き、可視化することが考えられる。 

1） 手続に関する自己決定 

例えば、仲裁と同様に、ＡＤＲでも当事者が手続実施者を選択することができる

とすれば、重要な手続事項について決定に関与でき、手続へのコミットメントが生

じ、当事者が積極的かつ真摯に紛争解決に向き合うことや当事者として尊重されて

いることの実感が生ずることも期待できよう。もっとも、そのためには手続実施者

候補者のプロフィール（専門領域、スキル、受講した研修、経験等）が開示される

必要がある。結果として一定の候補者に選択が集中する可能性もあるが、他方、候

補者は選ばれることでモチベーションも上がり、スキル等の向上の励みにもなり、

手続運営・手続メニューの改良などの工夫も促進され、それがＡＤＲ全体の発展に

も資するであろう。さらに、米国のＡＤＲや国際調停機関等では、研修・スキル等

の程度や専門領域によって手続実施者の報酬が異なっており、これもビジネス性を

反映させつつ手続自体の質を上げることにつながるであろう。 

2） 手続メニューの多様化・視認化 

また、ユーザーのニーズを真摯に受け止め、その立場にたって手続メニューを多

 

66 「ＯＤＲ活性化に向けた取りまとめ」（2020年３月）５頁以下参照。https://www.kantei.go.jp/jp/ 

singi/keizaisaisei/odrkasseika/pdf/report.pdf  
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様化し分かりやすく示すことが重要であろう。 

現在でも、例えば医療ＡＤＲのように紛争類型別のＡＤＲが創設されており、非

常に分かりやすいが、独立の制度とするとコストもかかることから、例えば医療、

商事、建築、相続などの類型ごとに適合した手続コースを作り、それぞれで手続実

施者が備える資質、手続費用や時間の例などを示すことで、潜在的な当事者や相談

担当者からも視認しやすく、手続も想像しやすくなると考えられる。同時に、各Ａ

ＤＲがどのような紛争を重視するのか、人手不足の類型についてはどのように対応

するか、など個別の戦略を立てることにもつながろう。 

手続メニューの多様化は、さらに、例えば一定の条件（例えば第３回の期日）に

おいて適正で明示的な評価を行うことをあらかじめ想定した和解仲介手続や、早期

に評価は提示するが評価者は和解仲介を行わない（相対交渉の材料を提供する）手

続（Ｅａｒｌｙ Ｎｅｕｔｒａｌ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ）など、法的または専門的

「評価」を明示的に活用することを含めてよいであろう。もちろん、この場合には、

評価を和解仲介手続でどのように用いるかのルールは明確化しておく必要がある。 

また、上述のように、手続対象を拡大して、例えば、義務の存在には争いがない

当事者双方のために履行をめぐる調整を行う手続や、紛争は未発生だが、一部につ

き第三者による公正な判断を提供する手続（例えば売買契約交渉のために、適正売

価を定めるなど）も考えられる。 

さらに、手続のメリハリという点では、期日の集中による迅速トラックを用意し、

例えばビジネス紛争等は期日間を詰めて数日・数週間で和解または仲裁判断による

解決を目指す手続を提供する一方で、意識的に期日を分散し、期日間のインターバ

ルを利用して掘り下げた解決を目指す深化トラックを用意し、継続的人間関係や取

引関係が中核をなす紛争に対応することも考えられよう。確かに、ＡＤＲは迅速で

あることが一つのメリットとされているが（ＡＤＲ法１条）、紛争が蒸し返されず

解決状態が維持されることが結果的には迅速な解決となり得ると考えれば、トータ

ルでは迅速性を否定できないとも言えよう。 

3） グローバル化への対応 

後に、グローバル化による手続サービス競争に備えて、専門性をブラッシュア

ップすることを指摘しておきたい。国内のＡＤＲでは調停制度の存在も大きく、ま

た認証対象も調停者個人ではないため、自己の名で調停サービスを提供することは

まだ十分には浸透していないように思われるが、国際的には、制度ではなく自己の

名で調停をする人が相互にサービスの質を競うことから、国内のユーザーであって

も国際調停のサービスに触れたことのある企業等であれば、同様の要求をしてくる

可能性がある。その場合には、国内では当然の前提であったこと（例えば弁護士な

らば当然に和解仲介の専門性があること）も、対外的には改めて正当化や説明が必

要になるように思われる。 

また、国際化において常にそうであるが、手続ルールの明確化が要請される可能

性があり、例えば、ＡＤＲ手続での秘密保持や情報遮断についての明確なルール化、

手続実施者の偏頗性情報開示のルール化、さらには手続実施者の倫理規範などは、

今後喫緊の課題となると推測される。ここでも、弁護士会ＡＤＲには時代に適合し
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た議論を先導することが求められよう。 

 

５ 次の30年―社会とクライアントに開かれたＡＤＲへ 

弁護士会ＡＤＲは、弁護士業務に係る盤石な制度的基盤を有し、これに基礎付けられ

た手続・実体的ルールの自由度を活用でき、また、紛争解決全体をデザインできる業務

範囲の広さ、プロフェッション性に裏打ちされた競争力という独自の強みがある。本稿

では、これらを前提とすれば、新たな専門的サービスとして、弁護士会ＡＤＲの新しい

時代を創造できるのではないかという期待のもとで、現状に対する管見と戦略について

検討してきた。 

上記のとおり、弁護士会ＡＤＲ創立時には調停との競争が意識されていたものの、い

つしか競争のポイントが「裁判からの距離感」等に矮小化されてきたようにも見えると

ころである。しかし、次の30年は、法へのアクセスの拡大とともに当事者間の合意によ

るボトムアップの規範形成の重要性が拡大し、真の私的自治の実現にＡＤＲが寄与する

場面はますます増えると考えられる。弁護士会ＡＤＲならば、このような社会の変化に

いち早く対応し、裁判準拠にとどまらない手続の自由度を生かしたサービスを提供でき

ると考えられる。そしてそのためには、（潜在的）ユーザーや相談機関などを外部のク

ライアントと見た上で、彼（女）らから得る批判・助言・ニーズのインプットを共感を

もって理解し、定期的に手続改善に生かす等して、外部に開かれた専門性を形成し、手

続を不断に検証する仕組みも重要となろう。新時代の弁護士会ＡＤＲが、社会とクライ

アントに開かれた、私的自治の鼎となることを期待したい。 

 

出典：「自由と正義2021年４月号」（当該論文等の著作権は当該執筆者に帰属します。

また、無断転載を禁止します。）。 



 

－110－ 

 

裁判所調停と 

弁護士会ＡＤＲの比較 
 

 

１ はじめに 

本記念誌の企画の趣旨は、日弁連ＡＤＲセンター20年の歴史と展望を総括するところ

にあり、他の論考が日弁連や各弁護士会のＡＤＲの歴史と活動について紹介されるので、

本稿においては、主に裁判所調停について紹介し、それと異なる弁護士会ＡＤＲの特徴

について比較して述べることとする。 

 

２ 裁判所調停について 

⑴ 裁判所調停の歴史 

日本の近代化は明治維新（1868年）に始まり、裁判所が設置されたのは1875年であ

った。このときは、法律は整備されておらず、話し合いによる解決として勧解

（conciliation、仏法系）が導入、奨励された。勧解は、口頭でも受理され、法律に

よらない解決が可能であった。1890年帝国議会が設置され、明治憲法が施行されると

ともに、勧解制度を廃止し、独法系の民事訴訟法が施行された。民事訴訟法では、法

律による判断である判決を原則とし、話し合いによる解決として訴訟上の和解が新設

されたものの、あくまでも民事訴訟手続の中でのことであり、脇役であった。 

その後、時代が移り、資本主義の発展とともに借地借家、小作、商事、金銭消費貸

借関係の紛争が増加し、社会不安が高まったが、一刀両断に結論を出す判決では妥当

な解決が難しい事例が多かった。また、訴訟を好まないという当時の日本人の意識も

強く、これに配慮して社会不安を除去するものとして調停制度が考案された。借地借

家調停法が 初にでき、1922年施行された。この借地借家調停は、施行当初は期待し

たほど利用されなかったが、翌1923年９月１日に関東大震災が発生して、事態が一変

した。９月26日以後東京市内13カ所に借地借家法調停委員会出張所を設け、裁判官、

調停委員が調停事件を処理した。利用者が殺到し、４ヵ月で約6400件を受理し、約4200

件が成立した。これ以後、調停に対する評価が高まり、国民の間に定着した67。その

後、小作調停法、商事調停法、人事調停法などが次々に施行された。 

戦後になり、1948年に家事審判所が設置されると同時に施行された家事審判法の中

で家事調停の制度が設けられた。1949年に家事審判所が廃止され、家庭裁判所が新設

された。 

一方、民事調停は、個別に設けられていた各調停法を統一した民事調停法が1951年

施行された。1992年に借地借家法の地代、家賃の増減請求事件で調停前置とする民事

調停法の一部改正が行われた。2000年には消費者金融事件の増加に伴い、経済的に破

綻するおそれのある債務者（特定債務者）の経済的再生に資するため、民事調停法の

特例として特定調停の手続を定め、利害関係の調整を促進しようとする特定調停法が

 

67 穂積重遠「大震火災と借地借家調停法」法学協会雑誌42巻917-943頁、1924年 

 

草野 芳郎 

（東京弁護士会・

元裁判官） 
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施行された。 

2004年には、弁護士が民事調停事件及び家事調停事件に関し、裁判官の権限と同等

の権限をもって調停手続を主宰する調停官制度が創設された（民事調停法23条の２、

家事事件手続法250条）。 

2013年に家事事件手続法が施行され、同時に家事審判法が廃止された。 

このように、調停制度は1922年に始まり、時代の変遷、国民の意識の変化という風

雪に耐えながら、改良され、約100年という年月を経て現在の制度に至っているのであ

る。2019年の新受件数は、民事調停事件が32,919件、家事調停事件が136,358件である

68。 

⑵ 民事調停について 

① 民事調停の管轄は一般調停事件（金銭貸借、売買代金、交通事故、近隣関係、建

物明渡し等）は相手方の住所地等を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める

地方裁判所若しくは簡易裁判所である（民事調停法３条）。宅地建物調停、農事調

停、商事調停、鉱害調停、交通調停、公害等調停には、付加的に特則が定められて

いる。特則で注目すべきは、借地借家法の地代、家賃の増減請求事件では、調停前

置が定められていること（同法24条の２第１項）である。 

② 民事調停は民事訴訟手続とは別個の手続であり、当事者の申立によって開始され

る（同法２条）。民事訴訟が係属している裁判所は、担当事件を調停に付すること

ができる。管轄の裁判所で処理すること（他庁調停）もできるし、自ら処理するこ

と（自庁調停）も可能である（同法20条１項）。 

③ 民事調停手続の主宰は、調停委員会（裁判官＋複数の民事調停委員）が原則であ

るが、例外的に裁判官による単独調停も認められている（同法５条、６条）。 

民事調停委員は非常勤の国家公務員であり、手当等の支払いを受ける（同法８条、

10条）。調停委員の選考基準は、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識経験

を有する40歳以上70歳未満の者である。2020年４月１日現在、民事調停委員の数は

8103人である69。 

④ 民事調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停

が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する（同法16条）。

民事訴訟法267条は、和解を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一

の効力を有すると定めており、調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有するこ

となり、執行力を有するのである（民事執行法22条７号）。 

⑤ 民事調停で合意ができなかった場合には、衡平を考慮し、一切の事情を見て、裁

判所は職権で、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必

要な決定ができる（民事調停法17条）。 

この決定に対して２週間内に適法な異議があった場合は、決定は効力を失い、異

議がなかった場合は、決定は確定判決と同一の効力を有する（民事調停法18条）。 

 

68 高裁事務総局編「裁判所データブック2020」44頁、66頁（法曹会、2020年） 

 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/DB2020/17_db2020_all.pdf 

69 前掲「裁判所データブック2020」23頁 
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⑥ 民事調停の申立費用は、民事訴訟の訴えの提起費用の半額である（民事訴訟費用

法別表第１の１項、14項）が、調停制度の運営の費用については、利用者は負担し

ない。民事調停が不成立で終わった場合、２週間以内に訴えを提起したときは、調

停申立て時にその訴えが提起されたものとみなされ（民事調停法19条）、訴え提起

手数料については調停申立てに納付した手数料に相当する額は納めたものとみな

される（民事訴訟費用法５条）。 

⑶ 家事調停について 

① 家事調停の管轄は家庭裁判所であり（裁判所法31条の３第１項１号）、全国の家庭

裁判所の本庁、支部、出張所が担当している。人事に関する訴訟事件（離婚、離縁）

その他家庭に関する事件（家事事件手続法別表第１の事件を除くもの、夫婦関係調

整、婚姻費用、養育費、親権者変更、遺産分割）が対象である（家事事件手続法244

条）。民事事件と異なる家事事件の特色は、人事訴訟事件、家事審判事件において

義務的に調停前置主義(同法257条１項)が取られていることである。 

② 家事調停は当事者の申立てによって開始される（同法255条）。家庭裁判所は、「家

事手続案内」として、家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の

手続を利用できるかどうか、利用できる場合にはどのような申立てをすればよいか

などについて説明、案内をしている。 

③ 家事調停手続の主宰は、調停委員会（裁判官＋複数の家事調停委員）が原則であ

るが、例外的に裁判官による単独調停も認められている（同法247条、248条）。家

庭裁判所は、人事訴訟事件、家事審判事件では付調停することについて、おおむね

民事調停と同様の規定を置いている（同法274条）。 

家事調停委員は非常勤の国家公務員であり、手当等の支払いを受ける（同法249

条、条）。調停委員の選考基準は、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識経

験を有する40歳以上70歳未満の者である。家事調停委員は民事調停委員と異なり、

一定数の主婦である調停委員がいる。これは、夫婦関係調整事件では男性調停委員

と女性調停委員が担当することが慣例で、男性調停委員だけは不安を感じる妻側に

配慮したものといえる。2020年４月１日現在、家事調停委員の数は11,489人である

70。 

④ 家事調停調書の執行力については、訴訟事件については確定判決、家事審判事件

（同法別表２事件）については確定審判と同一の効力を有する（同法268条）。 

⑤ 家事調停で合意ができなかった場合には、裁判所は職権で、当事者双方のために

衡平に考慮し、一切の事情を考慮し、事件の解決のために必要な審判をすることが

できる（同法284条）。 

２週間内に適法な異議があった場合は、審判は効力を失い、異議がなかった場合

は、審判は、訴訟事件については確定判決、別表２事件については確定審判と同一

の効力を有する（同法287条）。 

⑥ 家事調停申立費用は、一律1200円と廉価であり（民事訴訟費用法別表第１の15項

の２）、調停制度の運営の費用については、利用者は負担しない。家事調停が不成

 

70 前掲「裁判所データブック2020」23頁 
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立となった後の訴え提起については、民事調停と同様に、調停申立て時に訴えの提

起があったものとみなす規定（家事事件手続法272条）、申立て費用を算入する規定

（民事訴訟費用法５条）が置かれている。 

⑦ 家庭裁判所には家庭裁判所調査官が配置されており、家事調停において必要な調

査を掌る旨定められている（裁判所法61条の２）。家事事件手続法では家事調停に

関するものとしては、①事実の調査（家事事件手続法58条、258条、261条）、②家

事調停の期日への出席、③意見陳述（同法59条１項、59条２項、258条）、④子の意

思の把握等（同法65条、258条）、⑤家事調停で定められた義務の履行状況の調査、

履行の勧告（同法289条３項）がある。 

家庭裁判所調査官が特に有効なのは、紛争の当事者や親の紛争のさなかに置かれ

ている子どもに面接をして、問題の原因や背景を調査することである。当事者や子

にとって もよいと思われる解決方法を検討し、裁判官に報告することにより事件

の適切な解決に向けて調停を進めていくのに役立っている。 

 

３ 弁護士会ＡＤＲについて 

弁護士会ＡＤＲは1990年に第二東京弁護士会の仲裁センターが設立されたことをも

って始まり、私が所属する東京弁護士会の紛争解決センターも1994年に設立された。そ

の後裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（いわゆるＡＤＲ基本法）が2007年

に施行されたこともあり、着実に増加し、2021年３月現在で38センター（35弁護士会）

が設置されている。各弁護士会がそれぞれの弁護士会の理念、実情に従って設立されて

いるために、日弁連の紛争解決センターのもとに緩やかな連携はあるが、各センターが

独自に活動している。紛争解決センターの名称を使っているセンターが多数であるが、

仲裁センター、示談あっせんセンターもかなりあり、和解あっせんセンター、民間総合

センター、法律相談センターなどの名称も使われている。法務省によるＡＤＲ法の認証

を受けていないセンターも多く、ＡＤＲの手続の実施スタイルも、各センター、各手続

実施者により異なっているように推察される。事件は一般的な民事事件を扱うが、専門

ＡＤＲとして特定の事件を担当するセンターもある。受理件数は全センターを合わせて

おおむね１,000件程度である。 

他のセンターの実情は知らないので、私の所属する東京弁護士会のセンターでは、一

般ＡＤＲの外、医療、金融、災害、学校問題、国際家事（ハーグ条約）の専門ＡＤＲを

用意しており、受理件数はおおむね年間100件程度である。 

 

４ 裁判所調停と弁護士会ＡＤＲの相違 

⑴ 裁判所調停と弁護士会ＡＤＲの違いを考えてみると、その目的は民事紛争を当事者

双方の合意により妥当な解決を図るということにあり、これについては全く同一であ

る。しかし、目的は同一であっても、目的を実現する手段、過程において具体的違い

が出てくる。これらの違いは、①制度を運営する主体が裁判所（国）か弁護士会（民

間）か、②裁判所と弁護士会の役割の相違に由来する。 

⑵ 制度を運営する主体が裁判所（国）か弁護士会（民間）の相違 

国は、圧倒的に人的、物的資源を有し、財政の基盤も盤石である。裁判所の調停は
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民事調停と家事調停があるが、民事調停は簡易裁判所（一部の事件は地方裁判所）、家

事調停は家庭裁判所（本庁、支部、出張所）で行われ、そこに所属する調停委員の数

は約２万人であり、非常勤公務員として勤務し、報酬もすべて国が支払っている。申

立て費用は、民事調停は訴訟費用の半額、家事調停は一律1200円と低額であり、合意

が成立しても成立手数料は必要なく、成立した調停調書は執行力を有している。国民

の裁判所調停についての認知度は高く、官が行うことに漠然とした権威を感じる日本

人の心理意識も相まって、一定の評価を得ているものと思われる。 

一方、弁護士会ＡＤＲは、各弁護士会が個別に運営しているが、人的、物的資源に

乏しく、財政の基盤は脆弱である。制度を運営するにはそれなりに費用を要するもの

であり、裁判所調停は国が負担するが、弁護士会ＡＤＲは弁護士会が負担しなければ

ならない。運営費用は、当事者からの期日手数料や成立手数料で賄うこととなるが、

これらの手数料は、弁護士の報酬と比較して高くはないが、裁判所調停のように低額

ではない。それでも、手数料だけでは手続実施者への報酬を賄うことができず、弁護

士会からの補助が不可欠となっている。裁判所調停は、裁判官だけでなく、裁判所書

記官、裁判所事務菅、家庭裁判所調査官のスタッフと調停委員という人的基盤と裁判

所庁舎に調停室等の物的施設に恵まれているが、弁護士会ＡＤＲは人的にも物的にも

乏しく、あるのは、担当する各個人の熱意、努力という状況である。弁護士会ＡＤＲ

が設置されていない弁護士会もあるし、設置されている会でも、本庁以外にもあるの

はほとんどない状況である。国民の弁護士会ＡＤＲへの認知度は低く、これを高める

ことから出発しなければならないのである。 

以上のように言うと弁護士会ＡＤＲの存在意義はあまりないように聞こえるが、そ

うではない。私は２つの意味で重要な意義を持っていると考える。 

第１は、裁判所以外に裁判官と同一の法曹資格を有する法律専門職が運営する紛争

解決機関が存在することの意義である。裁判所調停と競争関係にあるものの出現によ

り、裁判所調停に進化、改善を促す力となるし、そのことがまた、弁護士会ＡＤＲの

進化と改善を促すという相乗効果を生むということで、事件数以上にインパクトがあ

るのである。現に、私はかつて裁判官をしていたときに、第二東京弁護士会が仲裁セ

ンターを設置したとのニュースを聞き、ついにライバルが出現したのかと一種の感動

を感じたことを覚えている。 

第２は、弁護士会ＡＤＲは小なるがゆえに、臨機応変に時世に対応できるという長

所を持っており、金融、医療、学校などいろいろな専門ＡＤＲを作っており、特に災

害時ＡＤＲでは裁判所ではできないスピードで災害発生後の迅速な紛争解決に有効な

働きをしていることである。阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震や近時の風水

害などで被害を受けた地域の弁護士会がいち早く災害時に発生する紛争や法律問題に

対処し、成果を上げたことは、100年前の関東大震災において裁判官と調停委員がいち

早く現場に出張して紛争処理にあたって成果を上げたことを思い出させるものである。

裁判所も近時の災害には調停申立て手数料を免除する措置をしているが、100年前の熱

意は感じられず、熱意は弁護士会ＡＤＲが受け継いだような感じを抱かせるのである。 

⑶ 裁判所と弁護士会の役割の相違 

裁判所は、紛争を 終的に判決により解決する国家機関であり、何よりも公正、中
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立が要請される。その公正を担保するために事前に事務分配規定を定め、機械的に事

件を配転することが何よりも大事であるとの思想がある。そのために具体的事件に応

じて柔軟に対応できないという事態を招く原因となっている。また、全国民に同一レ

ベルの司法サービスを提供すべきであるという発想から、 高裁判所の指導のもとに

同一メニューになりがちで、各地の裁判所や各裁判官が個性的なメニューを提供する

ことができにくい環境にある。 

一方、弁護士は紛争に悩む当事者に寄り添って権利を擁護し、よりよい解決を支援

する民間人であり、当事者側に立ってどうするのが 善かの思考をする。そのために、

その地域に紛争が多発し、解決が必要な事態が生じ、志の高い弁護士が実情に応じた

ＡＤＲの立ち上げを考えたときに、弁護士会もそれを支援する雰囲気がある。これが、

災害などの緊急事態が生じたときに被災者に寄り添うという個々の弁護士の意識、熱

意が弁護士会の動きとなって実現する原動力となるのである。このようなエネルギー

を一般ＡＤＲに及ぼすことができるかが弁護士会ＡＤＲの課題であると思われる。 

 

 

－委員コラム－ 
 

これからも「走りながら考える」 

谷脇 裕子（広島弁護士会） 

本誌の編集委員を担当させていただき、この分野を牽引してこられた先生方の原稿に触れること

ができ、様々な学びがあった。100年前の関東大震災の折、裁判所がテント張りの出張調停所を設

けて借地借家の紛争を解決したという話は、不勉強のため、本誌の編集に携わる中で初めて知った。

災害とＡＤＲとの親和性に改めて得心がいくとともに、かつて「運動体」であった民事調停が長く

続くうちに固定化された「制度」として運用され、自由を失っていったという阿部弘樹先生の指摘

は、東日本大震災の後、震災ＡＤＲのスキームとスピリットを受け継ぎ、災害ＡＤＲの運営に関与

してきた者の一人として深く肝に銘じなければならないと感じた。 

草野芳郎先生も指摘されているとおり、弁護士会ＡＤＲは、裁判所と比較して人的基盤・物的施

設ともに乏しく、財政の基盤も脆弱である。私の所属する広島弁護士会も例外ではなく、自ずと運

営を担当する一部の会員の負担が重くなり、このため、ともするといかに安定的な制度の構築を図

っていくかという点に目を向けがちになる。しかし、弁護士会ＡＤＲは、「小なるがゆえに」、期日

運営におけるよかった点、問題点など現場の声が運営側に届きやすく、試験的な運用の変更も行い

やすいこと、究極的には当事者の合意が正当化根拠となるため、工夫次第で様々な手段をとり得る

ことなど、適時に事案毎の個性に合わせたカスタマイズが可能であり、それこそが弁護士会ＡＤＲ

の強みであるとともに、運営に携わる面白みでもある。 

広島弁護士会災害ＡＤＲ立ち上げの原因となった平成30年７月号災害の発災から３年が経過し

た今、本誌の編集を通して、当時のことを振り返るとともに改めて弁護士会ＡＤＲの存在意義を考

える良い機会を与えていただいた。災害ＡＤＲにおいて培ったノウハウと「走りながら考える」ス

ピリットを絶やさず、血の通った紛争解決手段を目指して試行錯誤を続けていきたい。 
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第４部　ＡＤＲセンター編集（あるいは関与）の第４部　ＡＤＲセンター編集（あるいは関与）の

　　　　出版物等の紹介　　　　出版物等の紹介

第１章　出版物

11

第１章

第２章

第３章

22

（（１１））

第１部 大川　　宏 第二東京

第２部

（パネリスト）
前田　一年
板東　一彦
藤田　耕三
大川　　 宏

（司会）
渡部　 　晃

第３部 出井　直樹

（（２２））

第１部 古笛　恵子 弁護士

第２部

（パネリスト）
近江悌二郎
羽成　　　守
園　　　高明
手塚　　 明
古笛　恵子

（司会）
加藤　俊子
遠山信一郎

（（３３））

第１部 菅野　博之

第２部

（パネリスト）
菅野　博之
伊藤　　 弘
加藤　秀生
渡邉　一平

（司会）
加藤　俊子
遠山信一郎

及川　健二
手塚　　 明
藤田　美樹
増田　卓司
森　　  　徹

日弁連ＡＤＲセンター事務局長（東京）
　　同　　　　　　　　　事務局次長（第二東京）
　　同　　　　　　　　　事務局次長（第一東京）
　　同　　　　　　　　　事務局次長（愛知県）
　　同　　　　　　　　　事務局次長（東京）

日日弁弁連連ＡＡＤＤＲＲセセンンタターー双双書書（（㈱㈱弘弘文文堂堂））

ＡＤＲ制度

ＡＤＲ機関・団体

ケーススタディ

紛紛争争解解決決手手段段ととししててののＡＡＤＤＲＲ（（２２００１１００年年１１月月））

交交通通事事故故のの損損害害賠賠償償ととＡＡＤＤＲＲ（（２２００１１００年年１１月月））

交通事故賠償の基礎知識

交通事故賠償関係 ＡＤＲの利用法
ーパネルディスカッション

(財)自賠責保険・共済紛争処理機構専務理事
東京簡易裁判所調停委員・弁護士
(財)日弁連交通事故相談センター常務理事・弁護士
(財)交通事故紛争処理センター嘱託・弁護士
弁護士

日弁連ＡＤＲセンター副委員長・弁護士
日弁連ＡＤＲセンター副委員長・弁護士

解決ツールとしてのＡＤＲーＡＤＲの上手な利用法

弁護士および利用者サイドからのＡＤＲ活用法
ーパネルディスカッション

東京地方裁判所民事第22部　部総括裁判官

東京地方裁判所民事第22部　部総括裁判官
独立行政法人建築研究所　研究総括監
国土交通省中央建設工事紛争審査会　紛争調整官
日弁連ＡＤＲセンター副委員長・弁護士

日弁連ＡＤＲセンター副委員長・弁護士
日弁連ＡＤＲセンター副委員長・弁護士

最最新新ＡＡＤＤＲＲ活活用用ガガイイドドブブッッククーーＡＡＤＤＲＲ法法解解説説とと関関係係機機関関利利用用のの手手引引
（（２２００００６６年年・・新新日日本本法法規規出出版版㈱㈱））

仲裁・ＡＤＲの実務知識
ーＡＤＲ法の諸問題や新仲裁法の実務上の留意点

弁護士・日弁連ＡＤＲセンター副委員長

伊藤忠商事㈱執行役員法務部長
独立行政法人日本貿易保険総務部長
弁護士・中央建設工事紛争審査会会長
弁護士・日弁連ＡＤＲセンター副委員長

弁護士・日弁連ＡＤＲセンター副委員長

建建築築紛紛争争解解決決ととＡＡＤＤＲＲ（（２２００１１１１年年９９月月））

裁判所における建築紛争解決の実際

ＡＤＲによる建築紛争解決を考える
ーパネルディスカッション

執筆者の所属は、シンポジウム開催時のものである
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（（４４））

村田　　渉

畔柳　達雄

佐原　康之

第２部

（パネリスト）
畔柳　達雄
村田　　 渉
鈴木　利廣
佐原　康之
児玉　安司

（司会）
渡部　　 晃
増田　卓司
中山ひとみ

第３部

（参加者）
西内　　岳

渡部　  晃
中山ひとみ
児玉　安司
松井　菜採

（司会）
大森　夏織
木ノ元直樹
由岐　和広

（（５５））

第１部 渡辺　　弘

第２部 岸本　武史　

水口　洋介

和田　一郎

第４部

（パネリスト）
渡辺　　　弘
岸本　武史
和田　一郎
水口　洋介

（司会）
加藤　俊子
遠山信一郎

（（６６））

〔１〕 河井　　聡

〔２〕 大谷　禎男

〔３〕 田中　　豊

〔４〕 大宮　　立

第２部

（パネリスト）
河井　　 聡
大谷　禎男

田中　　 豊
大宮　　 立
田中　博文

（司会）
渡部　　 晃
森　   倫洋

第３部 渡部　　 晃

〔１〕労働者側弁護士の個別労働紛争解決手段の選択

厚生労働省労働局における紛争解決の実情
ー労働局の個別労働紛争解決制度について

第１部

第１部

〔１〕医療訴訟における紛争解決のあり方
―日本医師会医師賠償責任保険制度とドイツ州医師会
が設立した医療事故鑑定委員会・調停制度との比較

〔２〕医療事故紛争とＡＤＲ

〔３〕厚生労働省における取組み

労労働働紛紛争争解解決決ととＡＡＤＤＲＲ（（２２００１１２２年年１１１１月月））

裁判所（労働部）における紛争解決の実情
ー労働審判制度の運用の実際と適切な手続選択

東京地方裁判所民事第３６部　判事

〔２〕労働紛争リスクへの対応について

ＡＤＲによる医療事故紛争解決を考える
ーパネルディスカッション

金金融融紛紛争争解解決決ととAADDRR（（２２００１１３３年年３３月月））

金融ADR制度の概要と弁護士会における
金融ADR

証券・金融商品あっせん相談センター
（FINMAC）における金融ADR

全国銀行協会における金融ADR

東京地方裁判所民事第３６部　判事
厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室長
弁護士・日本弁護士連合会労働法制委員会副委員長
弁護士・日本弁護士連合会労働法制委員会副委員長

弁護士・日弁連ＡＤＲセンター副委員長
弁護士・日弁連ＡＤＲセンター副委員長

日本損害保険協会におけ金融ADR

金融ADR制度の活用と各金融ADR機関の特徴につい
て
ーパネルディスカッション

弁護士・日弁連ADRセンター事務局次長

弁護士・証券・金融商品あっせん相談センター
（FINMAC）あっせん委員

弁護士・全国銀行協会あっせん委員

弁護士・そんぽＡＤＲセンター紛争解決委員

弁護士・日弁連ADRセンター事務局次長
弁護士・証券・金融商品あっせん相談センター
（FINMAC）あっせん委員
弁護士・全国銀行協会あっせん委員
弁護士・そんぽＡＤＲセンター紛争解決委員
弁護士・東京三会金融ＡＤＲ調停委員

弁護士・日弁連ＡＤＲセンター委員長
弁護士・日弁連ＡＤＲセンター事務局長

弁護士
東京地方裁判所民事第３４部　部総括判事
弁護士・日弁連ＡＤＲセンター幹事
厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長
弁護士・日弁連ＡＤＲセンター幹事

弁護士・日弁連ＡＤＲセンター委員長
弁護士・日弁連ＡＤＲセンター医療ＡＤＲ特別部会長
弁護士

弁護士・三会仲裁センター連絡協議会・三会医療
関係事件検討協議会合同医療ＡＤＲ検証プロジェ
クトチーム委員長
弁護士・日弁連ＡＤＲセンター委員長
弁護士
弁護士
弁護士・三会医療ＡＤＲ小委員会副委員長

弁護士
弁護士
弁護士・東京弁護士会副会長

厚生労働省大臣官房地方課
労働紛争処理業務室長

日本弁護士連合会労働法制委員会副委員長

東京三弁護士会医療関係事件検討協議会
ー医療ＡＤＲ：東京三会モデルの現状と展望

日弁連ADR（裁判外紛争解決機関）センターの
金融ADR制度に対する取組みと今後の展望

弁護士・日弁連ＡＤＲセンター委員長

個別労働紛争とADRの上手な利用方法
ーパネルディスカッション

第３部
日本弁護士連合会労働法制委員会副委員長

弁護士

厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長

医医療療紛紛争争解解決決ととAADDRR（（２２００１１１１年年９９月月））

東京地方裁判所民事第３４部　部総括判事
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33

回 執筆者等

1 児玉　安司

2 児玉　安司

3 児玉　安司

4 増田　卓司

5 児玉　安司

日弁連ＡＤＲセンター

医医療療ＡＡＤＤＲＲ（（２２００１１７７年年・・㈱㈱時時事事通通信信社社　　時時事事メメデディィカカルル　　ＷＷＥＥＢＢ掲掲載載））

増田　卓司
児玉　安司
西内　　 岳
松井　菜採

事務局長
幹事・医療ＡＤＲ特別部会長
幹事・医療ＡＤＲ特別部会委員
幹事・医療ＡＤＲ特別部会委員

テ　　ー　　マ

訴訟より短期間、負担も軽く＝制度開始１０年－医療ＡＤＲ

「医療は公共財、争いは話し合いで」＝ＡＤＲ現状と課題、
日弁連インタビュー

事務局長

幹事・医療ＡＤＲ特別部会長

幹事・医療ＡＤＲ特別部会長

話し合いへ、工夫凝らす＝柔軟な制度、多様な解決
－弁護士会医療ADR

心に寄り添う制度設計＝運用でも当事者に配慮
－弁護士会医療ADR

「魅力的な選択肢」になるために＝弁護士会医療ＡＤＲの課題と未来

医療トラブル、話し合い解決も＝ADRをご存知ですか？

使いやすい制度で和解目指す＝公平性、専門性を担保
－弁護士会医療ＡＤＲ
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第２章　「自由と正義」に掲載されたＡＤＲ関連記事一覧

※所属・肩書きは執筆当時のもの

年 号 特　　　　集 内　　　　容 執筆者 所　　　属

裁判外の紛争処理機関とその在り方 田島　純藏 東京

行政的紛争処理の意義と弁護士の役割
ー司法システムにおける行政委員会の位置について

守屋　　 明 岡山大学法学部教授

弁護士会の仲裁機関について 高谷　　 進 第二東京

６月号 （論　説） 住宅紛争審査会 平山　正剛 東京

６月号
司法制度改革審議会最終意見をふまえ
て

民事司法制度の改革 塚原　英治 第二東京

９月号 （論　説） 日本知的財産仲裁センターーその運営と将来 花水　征一 東京

ＡＤＲの拡充・活性化に向けてー検討の現場から 小林　 　徹
司法制度改革推進本部事務局参
事官

ＡＤＲ基本法（仮称）立法の意義ーADR制度化の一環として 山田　 　文 岡山大学助教授

名古屋弁護士会あっせん・仲裁センターの五年間
ー原後山治先生への手紙

渡邉　一平 名古屋

２００３年
（H15)

８月号 司法改革・折り返し点に立って ＡＤＲ検討会ーADR拡充・活性化の方向性 出井　直樹 第二東京

２００４年
（H16）

２月号 （寄　稿） 日本スポーツ仲裁機構
菅原　哲朗
川井　圭司
大川　 　宏

第二東京
関西外国語大学専任講師
第二東京

スポーツ紛争と解決手段 水戸　重之 第一東京

日本スポーツ仲裁機構の活動 道垣内正人 第一東京

スポーツ仲裁における代理人活動 八木　由里 第一東京

スポーツ仲裁の活用を 桂　 　充弘 大阪

日本における国際仲裁活性化の課題
ー国際取引紛争にも司法アクセスをー

花水　征一 東京

ＡＤＲ活用で、より柔軟な紛争解決を 加藤　幹之
富士通株式会社経営執行役
米州副総代表

ユーザーの立場から見た国際仲裁制度について 桑田　和弥
三井物産株式会社
法務部総合開発室長

仲裁機関から見た我が国の国際仲裁の活性化について 中村　達也 国士舘大学教授

海外における国際仲裁の現状と将来 三木　浩一
慶應義塾大学大学院法務研究科
教授

４月号 臨床法学の課題と展開 面接・交渉・裁判外紛争処理のシミュレーション 中村　芳彦
第二東京・法政大学大学院法務研
究科教授

１１月号
隣接士業問題の現況と今後の方向
性について

弁護士会と隣接士業との協調関係の現状
ーいわゆる「日弁連ガイドライン」をめぐって

渡部　　 晃
九石　拓也

第一東京
第二東京

８月号 （寄　稿） コスト面から見たＡＤＲ利用推進のために求められる政策 入江　秀晃
東京大学大学院
情報学環特任研究員

９月号 修復的司法の可能性
ー被害者加害者対話からコミュニティの再生ヘ

岡山仲裁センターにおける被害者加害者対話の試み
高原　勝哉
松岡もと子

岡山
岡山

１１月号
ハーグ条約と日本の子の監護に関す
る実務

ハーグ条約の実務上の課題（２）
ー返還手続の周辺　子どもの所在調査、返還命令の履行・執行、調停

出井　直樹 第二東京

２００８年
（H20）

９月号 国際仲裁の現状と将来

２０１０年
（H22）

４月号 裁判外の紛争処理機関

２００９年
（H21）

２月号
２００７年
（H19）

スポーツ仲裁

２００２年
（H14)

１０月号 ＡＤＲ

２００１年
(H13)

１９９９年
（H11）
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年 号 特　　　　集 内　　　　容 執筆者 所　　　属

１０月号
　　　　　　　（連　載）
東日本大震災・原発事故　災害復興支
援（第3回）

仙台弁護士会の震災復興支援活動 中谷　　聡 仙台

１２月号
原発問題への対応と弁護士・弁護士
会の役割

福島第一原子力発電所事故に関する損害賠償とそれに関連する
諸問題

小島　延夫 東京

原子力損害賠償ー被害救済法理の試み 秋元　理匡 千葉県

原子力損害賠償の迅速・適正な実現を目指して
ー原紛センターの活用に求められる弁護士の創意・工夫

鈴木五十三 第二東京

申立代理人からみた原子力損害賠償紛争解決センターの現状と展
望

丸山　輝久 第二東京

原発事故損害賠償請求とＡＤＲの活用ー原子力損害賠償紛争解決
センター（原紛センター）の活動を中心として

出井　直樹 第二東京

金融ＡＤＲ制度の概要と今後の展望
渡部　　 晃
森　　 倫洋

第一東京
第一東京

全国銀行協会における金融ADRー現状と課題 田中　　 豊 東京

証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）における金融ＡＤＲ
の現状と今後

大谷　禎男 第一東京

弁護士会における金融ＡＤＲの現状と今後

渡部　　 晃
河井 　　聡
斎藤　輝夫
九石　拓也
一場　和之

第一東京
第一東京
東京
第二東京
第一東京

ハーグ条約及び実施法の概要 大森　啓子 第二東京

子の返還申立事件 本坊憲緯子 第一東京

ハーグ事案における出国禁止命令等手続き・履行確保、面会交
流、任意解決・調停手続き（ＡＤＲ）について

佐野みゆき 東京

ハーグ条約事件の実務ー代理人活動のあり方と留意点 芝池　俊輝 札幌

中央当局の役割 西岡　達史
外務省総合外交政策局ハーグ条
約室長

家事等分野における調停政策ー日米の文脈理解のために 入江　秀晃 九州大学法学研究院准教授

人種・差別問題に対するADR提供機関としての国内人権機関
―オーストラリア人権委員会におけるADRについて

近藤　　 剛 岡山

離婚協議等ADRの実践と課題
―FPIC大阪ファミリー相談室の活動を踏まえて

小田八重子
公益社団法人家庭問題情報セン
ター大阪ファミリー相談室

みなさん、日本知的財産仲裁センターをご存じですか？ 上林　　 佑 仙台

日本知的財産仲裁センター調停申立の実際
～あなたもこの書式を利用すれば、知財事件初心者でも大丈夫～

堀田千津子 愛知県

地方における知財仲裁センターの利用 岡田健太郎 横浜

日本知的財産仲裁センターの調停・仲裁のメリット 川岸　弘樹 愛知県・弁理士

日本知的財産仲裁センターの特徴的な手続
ーメニューは仲裁・調停だけではありませんー

松本　好史 大阪

原賠時効特例法成立と今後の賠償の問題点 的場美友紀 東京

震災ADRが遺したもの 斉藤　睦男 仙台

１１月号 ハーグ条約実施法の施行に向けて

２０１３年
（H25）

２０１４年
（H26）

金融ＡＤＲの現状と今後
～施行後３年目を迎えて～

５月号

４月号
東日本大震災及び福島第一原子力
発電所事故から３年を経過して～弁護
士会・弁護士の果たした役割と今後の課題～

２月号

家事・人権の分野におけるADRの可
能性

日本知的財産仲裁センター
ーその活用を目指してー

２０１２年
（H24）

福島第一原発事故と司法の判断

　　　　　　　（連　載）
東日本大震災・原発事故　災害復興支
援　（第10回）

７月号

２０１１年
（H23）

※所属・肩書きは執筆当時のもの
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年 号 特　　　　集 内　　　　容 執筆者 所　　　属

２０１５年
（H27）

３月号
東日本大震災及び福島第一原子力
発電所事故から４年目の課題

原発ADRの到達点 大森　秀昭 東京

原発事故5年を経た現状と課題～原発事故被災地は今～ 渡辺　淑彦 福島県

原紛センターにおける賠償の現状と課題 秋山　直人 第二東京

紛争解決のための紛争解決学ー和解という知恵 廣田　尚久 第一東京

「法的対話」再考ー対話する弁護士 大澤　恒夫
静岡県
桐蔭法科大学院教授

調停モデルと調停の進め方ー自主交渉援助型調停と同席調停 稲葉　一人 中京大学法科大学院教授

調停人の態度のトレーニング 入江　秀晃 九州大学法学部准教授

同席調停の合意に関する私感 レビン小林久子
公益法人日本仲裁人協会理事・元
九州大学教授

国際商事仲裁と弁護士会 鈴木五十三 第二東京

国際商事仲裁の新潮流と仲裁法制のさらなる現代化
手塚　裕之
河端雄太郎

第一東京
第一東京

国際仲裁・新たな潮流ー待ったなしのインフラ整備の必要性ー 小原　淳見 第一東京

ＴＰＰ時代の投資協定仲裁 早川　吉尚 立教大学法学部教授・東京

１１月号
平成２８年熊本地震に対する取組に
ついて

熊本地震における熊本県弁護士会の震災支援活動 吉田　賢一 熊本県（会長）

CAS仲裁人になるまでの経緯と2018年ジャカルタ・アジア大会アド
ホック仲裁

八木　由里 第一東京

日本スポーツ仲裁機構の活用とマスコミ対応について 岡筋　泰之 大阪

弁護士会ADRの新しい時代へ向けて 山田　 　文 京都大学大学院法学研究科教授

専門ADRの発展
Ⅰ 弁護士会医療ADRのあゆみ～対話と相互理解に向けて

松井　菜採 東京

Ⅱ 弁護士会による金融ADRの進展と課題 河井　　聡 第一東京

Ⅲ 国際家事ADR～ハーグ条約事案の和解あっせん 蓑毛　誠子 第二東京

震災・災害ADRの躍進とリモートADRの展望
斉藤　睦男
豊田　耕史

仙台
仙台

原発ADRー１０年の軌跡 渡部　　 晃 第一東京

弁護士会ADRの発展と今後の課題４月号
２０２１年

（R3）

スポーツ法分野で活躍する弁護士の
最前線

１０月号
２０１９年

（R1）

国際仲裁の新たな潮流
～海外の最新動向と日本の課題～

７月号

２０１６年
（H28）

３月号

原発事故被災者の救済に向けての
課題

紛争解決の新たな潮流～交渉・調
停・和解

※所属・肩書きは執筆当時のもの
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あとがき 

 

斉藤睦男委員長から日弁連ＡＤＲセンター20周年記念誌編纂の責任者を打診されたの

は2020年７月でした。凡そ15年間委員としてセンターに関わり、2018年度まで４年間事務

局長を務めていたもののセンター草創期の熱き議論を知らない私が、どこまで20年に亘っ

て紡がれてきた活動を正確に記し、今後の弁護士会ＡＤＲの来し方を展望できるような記

念誌を編むことができるのか躊躇いましたが、あっせん能力に秀でた委員長の巧みな説得

術に嵌まり編集長を請けることになりました。 

８月の全体委員会に企画書私案を頭出しし、発刊の方向性が確認されました。10月中旬

に編集委員が確定し、直ちにＺｏｏｍによる編集会議を開催して企画を固め、11月の全体

委員会で記念誌の発刊が承認され、正式に編集作業がスタートしました。Ｚｏｏｍによる

合計13回の編集会議を重ね、2021年９月開催の第25回全国弁護士会ＡＤＲセンター連絡協

議会に合わせて20周年記念誌を発刊することができたことは無上の喜びです。 

20年間に蓄積されたＡＤＲセンター関連の資料は膨大です。しかし、行動が大きく制約

されたコロナ禍の下で、全ての資料を収集して分析し掲載すべき資料をより分けることは

不可能でした。また、発刊までの期間は10か月足らずとタイトでした。 

そのため、掲載する資料は、年譜、弁護士会ＡＤＲの実績の推移、センターが編集した

出版物等 小限に留め、当センターの前身である「裁判外紛争処理機関（ＡＤＲ）協議会」

の頃から歴史を紡いで来られた歴代の委員長、その時々に特徴的な活動を提案し実施され

た先達、現在の各部会部会長、近時頻発している地震や風水害、コロナ感染症などを巡る

「ともに被害者」である紛争について解決の仕組みを作り実践して来られた方、ＡＤＲ法

制に詳しい方の論考を中心に編纂する方針を立てました。また、ＡＤＲ研究者の方に研究

者から見た弁護士会ＡＤＲの現状と課題について寄稿をお願いし、元裁判官の方に裁判所

調停と弁護士会ＡＤＲを比較する論考をお願いしました。 

また、異例かも知れませんが、これからのＡＤＲを担っていく編集委員が本誌の編纂を

通じて感じ取ったことを「委員コラム」の形で掲載しました。 

寄せられた論考からは熱い息吹が伝わり、当センターや弁護士会ＡＤＲが活発に活動を

し成果を挙げてきたことが分かります。その一方でＡＤＲセンター及び弁護士会ＡＤＲが

抱えている課題も見えて来たように思います。 

本書を手にされた皆様が、当センター及び弁護士会ＡＤＲの活動をご理解いただく道標

となり、またご批判を仰ぐ中で民間ＡＤＲの展開や発展に役立つことを願っています。 

終わりに、お忙しい中短期間で原稿をお寄せいただいた執筆者の方々、編集作業に熱心

に取り組んでいただいた編集委員の皆さん、支えていただいた事務局職員の太田宏嗣さん、

板倉希さん、そして素敵な表紙絵をご提供いただいた谷脇哲也さんに厚く御礼を申し上げ

ます。 

 

2021年９月10日 

                    編集長 増田 卓司（愛知県弁護士会） 
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