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最高裁判所第９回「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」 

に対する意見書 

 

２０２１年（令和３年）１０月２０日 

日本弁護士連合会 

 

最高裁判所が本年７月３０日に公表した裁判の迅速化に係る検証に関する報告書

（以下「報告書」という。）について，当連合会の意見を述べる。 

 

第１ はじめに 

裁判の迅速化に関する法律（以下「迅速化法」という。平成１５年７月１６日

施行）第８条第１項に基づく，裁判の迅速化に係る検証に関する報告は，２００

５年（平成１７年）７月から２年ごとに公表されており，今回は第９回目の検証

に関する報告である（以下単に「今回」という場合は２０２１年７月公表の報告

書を指す。）。 

迅速化法の施行から１０年を迎え，第５回（２０１３年７月公表）までの検証

において最新の統計データによる審理期間等の把握と全国各地での実情調査に基

づく裁判の迅速化に係る総合的，客観的かつ多角的な検証結果が報告されたこと

から，２０１４年，同法附則第３項に基づき「裁判の迅速化法に関する検討会」

が法務省に設置された。同検討会では最高裁判所による迅速化検証に対して積極

的評価がされ，その評価を踏まえて最高裁判所は，第６回以降，第５回までの一

連の検証の結果及び最新の統計データに基づき，更に掘り下げを行うフォローア

ップの検証を続けている。 

今回の報告書も，第６回以降の報告書と同じく，一般民事，刑事，家事の実務

の運用改善に焦点を当てた実情調査の報告となっている。 

民事第一審訴訟事件においては，引き続き，長期化要因と考えられる争点整理

手続における裁判所，当事者の認識共有の方法についての議論に加えて期日間，

期日前の準備の実情にも視点が向けられ，合議体における審理の活用についても

テーマとされた。 

刑事通常第一審事件については，第８回の検証において初めての実情調査が裁

判員裁判を対象として実施されたが，今回も，統計データから長期化傾向の見ら

れる裁判員裁判における公判前整理手続が検証の対象となった。 

家事事件においては，調停期日における調停運営の実情と，より効果的な調停

運営に向けた課題，及び人事訴訟の合理的かつ効果的な審理の在り方に関する現
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状と課題が，検証の主要なテーマとなった。 

ところで，今回の検証は，その期間途上の令和２年１月頃から日本国内にも新

型コロナウイルス感染症の感染拡大が起き，緊急事態宣言の発出など社会経済活

動の混乱・停滞という想定外の事態に直面する中で進められた。 

すなわち，日本国内では令和２年１月１６日に新型コロナウイルス感染症感染

者が確認され，同年２月１日には，新型コロナウイルス感染症が，感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき指定感染症に指定され，同

時に，検疫法に基づいて検疫感染症に指定された。さらには同年４月７日に，第

１回の緊急事態宣言が，東京都，埼玉県，千葉県，神奈川県，大阪府，兵庫県，

福岡県に発出され，同月１６日には対象地域が全国に拡大され，裁判所も期日の

取消しや，職員の在宅勤務を活用した在庁人数の抑制など，感染拡大防止のため，

従前に経験したことのない対応を余儀なくされた。 

迅速化検証では第２回から，検証テーマにつき調査対象地を選定し，現地に出

向いてヒアリング調査を実施するようになり，第６回と第７回は民事と家事につ

いて各２か所のヒアリングが行われ，第８回から刑事事件の調査が加わったため，

第８回は民事，刑事，家事につき各２か所でのヒアリングが実施されたが，今回

は，令和２年前半に予定されていた実情調査はすべて中止せざるを得なくなった。 

しかし，迅速化法第８条第１項の定める「裁判の迅速化に係る総合的，客観的

かつ多角的検証」のために実情調査は極めて有意義であることから，令和２年後

半のヒアリングをＷｅｂ会議の方法で実施することとなった。その結果，今回の

実情調査は民事，刑事，家事の各分野で，いずれもＷｅｂ会議の方法で一か所の

みの実施にとどまった。ヒアリングは，調査対象庁，調査対象弁護士会の見解を

聴取するものではなく，あくまでヒアリング参加者から忌憚のない実情を聴くも

のであるため，実施が一か所だけでＷｅｂ会議方式を前提とした進行だったこと

により，実施地域や参加者・発言者の個性・体験に直接影響される要素が高くな

ったと思われる。その中で，今回は第８回までの報告書と異なり，検証報告の内

容が各数頁の概略図（ポンチ絵）に集約されており，とりわけ民事では図中に

「あるべき姿」「実情」の対比表現があるなどするため，こうした概略部分だけ

を見て過度に一般化した理解がされないよう留意が必要である。 

以下，当連合会は，今回検証・報告された実務の運用改善に関する意見を述べ

るとともに，迅速化法が規定する（同法第２条第１項，第２項）基盤整備の観点

からも意見を述べるものである。 

 

第２ 新型コロナウイルス感染症の影響に関する検証について（報告書２３頁） 
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１ 実情調査について 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて，今回の報告書は「新型コロ

  ナウイルス感染症の影響と裁判所の対応」の章を設け，新型コロナウイルス感

  染症拡大防止との関連で，実務の状況を調査・検証している。 

民事，刑事，家事の各分野のヒアリングをＷｅｂ会議で行うことについては，

令和２年２月から裁判のＩＴ化が試行されていたこともあって特に異論がなか

ったようである。調査当日は，音声が聞こえにくい等の問題も一部に生じたが，

一定のヒアリングの実を上げることはできたと評価して良いと思われる。 

しかしながら，実情の異なる複数の地区を選定し，実際に現地に赴いて，当

該調査地の地理的状況，庁舎，法廷，準備手続室，調停室，待合室，機材など

の物的態勢も直接に見た上で，発言や反応をその場で参加者ら全員が即時に共

有しながら調査をすることの有用性は論を俟たない。また，実情調査が実際に

その地方で実施されることは，以後の関係者の認識を高める上で極めて効果的

である。 

今後も，できるだけ調査対象地へ出向いて実情調査を実施することを目指し，

Ｗｅｂ会議による実情調査を一般化すべきではない。 

２ 新型コロナウイルス感染症に対する実務の対応について 

 新型コロナウイルス感染症拡大を受けて，全国の裁判所では様々な感染防止

策が講じられ，令和２年４月には多くの事件で期日の取消しが行われた。 

 裁判所が国の機関として感染拡大防止策を徹底すべき要請と，司法機関本来

の機能を維持しなければならない要請をいかに両立するかという問題が発生し

たが，令和２年４月７日の第１回の緊急事態宣言発出後は，緊急を要する事件

を除いて期日を取り消すことで来庁者を減らす措置が取られ，在宅勤務の活用

等により庁舎内で勤務する職員の数を減らす措置も取られた。 

これらの措置については，刑事の身柄事件の進行が遅れるなどとして批判的

な意見も出たが，未知の感染症の出現・全世界規模での拡大という状況下では

やむを得ないとの受け止め方が大勢で，令和２年５月２５日の緊急事態宣言解

除後においては，感染防止策を講じながら段階的に裁判業務が再開された。 

 近時に至るも新型コロナウイルス感染症は収束せず，東京都だけで見れば令

和３年７月８日に第４回の緊急事態宣言が発出されたが，かかる状況下でも裁

判業務は新型コロナウイルスの影響を最小限にする努力によって，本来の機能

をほぼ維持しており，この点は高く評価できる。 

３ 東京地家裁における実務の対策の調査 

 新型コロナウイルス感染症拡大が顕著であった東京都の裁判所（東京地裁と



4 

東京家裁）において，その影響に関するデータによる検証と，影響を解消する

ための実務上の工夫について調査結果が報告された。 

 令和２年の東京地裁本庁及び東京家裁本庁の月ごとの統計では，事件類型に

よってばらつきはあるものの，民事事件，刑事事件，家事事件のいずれも，既

済件数は緊急事態宣言の発出と期日の取消しを受けて４月及び５月を中心に減

少し，緊急事態解除宣言後である６月以降は回復し，８月以降は前年同月と同

程度又はそれ以上の既済件数となっている事件類型が多くなっている。 

運用面では，感染拡大防止を念頭に実務的にいろいろな創意工夫が見受けら

れるようになり，それらの運用上の成果及び課題が注目される。例えば家庭裁

判所において午後の調停期日を２枠とする運用は，調停事件の早期進行や期日

に何をすべきかの目的意識の喚起につながり，調停室の不足で期日が入らない，

待合室が狭いなどの問題に対する方策となったが，他方で時間不足による弊害

が生じていないかは注意を要する。 

他方で，感染症拡大を受けて様々な創意工夫を行い，何とか裁判所の機能を

維持したという実情調査の結果は，反面で，第８回報告までの実務の運用面で

の報告の活用ができていなかったとの評価もできる。このほか，待合室・密を

回避する空間を確保するため庁舎内の部屋の用途変更をすること等によって調

停室不足などの問題が生じている裁判所もあると考えられ，こうした新たな問

題は，改めて，裁判所の物的態勢の強化の必要性を浮き彫りにしたものといえ

る。 

 

第３ 地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情調査（報告書５５頁） 

１ 民事第一審訴訟事件の概況について 

民事第一審訴訟事件の新受件数は平成２７年以降おおむね横ばいとなってい

たが，平成３０年は平成２９年までと比べて若干減少し，令和元年，令和２年

もそれぞれ前年比でわずかに減少した（ただし，令和２年については新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響が考えられる。なお，同年の統計数値については

以下，すべて同趣旨である。）。 

反面，平均審理期間は，平成３０年に９．０月であったものが令和元年に９．

５月，令和２年に９．９月と統計数値上で再び長期化傾向が見られる。審理期

間が２年を超える事件の割合も前回の６．８％から７．８％へ１ポイント程度

増加し，平均期日間隔が長くなるなど争点整理期間が長期化している。また，

係属期間が２年を超える未済事件の事件数及び全未済事件に占める割合は近年

増加が続いている。 
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民事第一審訴訟事件の新受件数が横ばいであるかやや減少しているにもかか

わらず審理期間が長期化の傾向を見せていること，争点整理期間の長期化が明

らかであること，加えて審理期間が２年超の未済事件が明らかに増加している

ことは，第７回以来，毎回のように検証で明らかになっている。しかし，これ

には事件内容の質的困難化が影響していることも明らかであり，民事第一審訴

訟事件の全体が長期化しているとの見方をすべきではない。 

今後は，迅速で充実した審理の実現に向けた方策を検討する上で，民事第一

審訴訟事件全体の統計数値だけではなく，事件類型別や事件の質的困難化の観

点からも分析を行い，より正確に把握する必要性がある。 

２ 医事関係訴訟について（報告書７３頁） 

医事関係訴訟の平均審理期間は長期的に見てほぼ横ばいとされていたが，平

成３０年の２４．４月に比べて令和元年は２６．１月，令和２年は２６．７月

となり，近時１０年以上にわたり２６月を割っていた審理期間が２６月を超え

てきた。新受件数は平成３０年の７４１件に対し，令和２年には８１６件と増

加した。他方で人証調べ実施率（令和２年３５．９％）や鑑定実施率（同７．

０％）は前回（平成３０年。人証調べ実施率４１．２％，鑑定実施率７．４％）

よりも低下している。必要な人証調べや鑑定をきちんと実施しつつ審理期間の

長期化を防ぐ観点から，医事関係訴訟の統計的動向は，やや注意を要する状況

にあると考えられる。 

３ 建築関係訴訟について（報告書８２頁） 

建築関係訴訟では，令和２年の新受件数（１９９０件）が平成３０年（１９

２１件）の新受件数よりも若干増加し，建築関係訴訟全体の審理期間は，比較

的審理が長期化しやすい瑕疵主張のある建築関係訴訟の審理期間（前回２４．

２月，今回２７.０月）が長期化したことで，前回の１８．４月から今回は１

９．７月とやや長期化した。瑕疵主張のある建築関係訴訟においては審理期間

が２年を超える事件の割合が増加傾向にあることが指摘されており，これが建

築関係訴訟全体の長期化要因になっているほか，今後，さらに長期化していく

可能性がある。 

４ 知的財産権訴訟について（報告書９３頁） 

知的財産権訴訟では，令和２年の新受件数（４９１件）が平成３０年の新受

件数（４９４件）に比べてほぼ横ばいであり，審理期間は平成３０年の１２．

９月よりも長期化して１５．４月となった。ただし，審理期間については新型

コロナウイルス感染症拡大の影響の考慮を要するほか，知的財産権訴訟では事

件数が少ないため長期化した事件を終局させれば審理期間の統計数値が長くな
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る等の事情があるが，６月超２年以内，２年超の事件の割合が前回から増加し

ているなど，注意を要する状況にある。 

５ 労働関係訴訟について（報告書９８頁） 

労働関係訴訟では，第８回までの報告でも一貫して平成２１年以後新受件数

が高い水準で推移していることが指摘されてきたが，令和２年の新受件数が平

成４年以降で最多の３９６０件となり（平成３０年は３５００件），新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響の考慮を要するが，平均審理期間も１５．９月と

長期化している（平成３０年１４．５月）。審理期間が６月以内の事件の割合

が民事第一審訴訟事件と比べて顕著に低く，１年超２年以内の事件の割合は顕

著に高いという前回の報告は，今回の統計数値においても，さらにその傾向を

強めている。 

また，労働審判の新受件数も令和２年には３９０７件と過去最高となり，３

月以内に終局した事件の割合は前回報告の６７．０％から，今回は４４．９％

と顕著に低くなった。景気動向や労働紛争に対する国民一般の意識の高まりに

加え，新型コロナウイルス感染症拡大によって国民の経済基盤，生活基盤に大

きな影響と不安が高まる中，更に労働関係事件が増加し，質的に困難化する可

能性は高い。労働関係事件の動向把握に加え，労働審判員も含めた態勢の強化

を図るべきである。 

６ 行政事件訴訟について（報告書１０８頁） 

行政事件訴訟の新受件数は平成３０年の１８９２件から，令和２年には１６

９２件に減少した。平均審理期間は前回の１４．５月から今回は１５．９月と

なった。双方に訴訟代理人が選任された事件の割合は前回の５６．８％よりも

減少して５１．４％となったが，その平均審理期間は前回の１９．８月よりも

長期化して２３．２月となり，人証調べ実施率も前回の３３．８％に比べて３

９．７％と高くなった。 

行政事件訴訟では，ほとんど全ての事件が合議体で審理されること，争点整

理手続の実施率が低いこと，大半の事件が判決による解決となること等，民事

第一審通常事件と異なる特質があり，引き続き裁判所と当事者間の争点の認識

の共有の在り方及びその充実等の方策を検討していくことが必要である。 

７ 実情調査の概要 

これらの最新統計データの集約を踏まえて，報告書１１５頁では，第８回報

告書までと同様，民事第一審訴訟事件について争点整理期間が長期化し，それ

に伴って全体の審理期間が長期化する傾向にあり，争点整理期間が長期化して

いる状況からは，裁判所と当事者間で主要な争点や重要な証拠についての認識
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共有の作業が必ずしも円滑に行われていないことがうかがわれると述べている。 

かかる問題意識の下，今回の実情調査では，争点整理手続における裁判所と

当事者との間の認識共有と，その前提となる期日間準備の現状と課題について

の実情調査を行うこととされた。 

８ 「２ 民事第一審訴訟事件に係る実情調査の結果」について 

実情調査の対象は，今回は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり，

比較的地方部に所在する小規模庁の一か所及びこれに対応する各弁護士会に所

属する弁護士だけにとどまり（対象者はあくまで個々の弁護士である。），し

かもＷｅｂ会議の方式であった。 

弁護士ヒアリングにおいては，Ｗｅｂ会議の方式であったことに加え，裁判

所からの質問事項に対して数問ずつパートにまとめ，パートごとに回答担当の

弁護士を定めてその弁護士が一括して回答する進行となった。そのため，第８

回までの実情調査とは異なり，ヒアリング対象の弁護士が他者の発言も踏まえ

つつ個別かつ随時に意見を述べる時間は限られていたものと思われる。これに

より，各パートを担当した１名の弁護士による回答内容の影響が強い調査結果

になったとも考えられ，当連合会としては，当該ヒアリングの結果の評価に際

しては留意が必要であると考える。 

９ 争点整理における認識共有の実情 

報告書１１６頁の「ウ 期日における争点整理の実情」においては，特に単

独事件において，裁判所と当事者との間で争点等に関する認識共有が必ずしも

十分にできているとはいえない現状がうかがわれたと記載されている。そして

具体的な実情として，代理人の側からは，単独事件においては「裁判所が，代

理人に対して質問する際に，どのような理由からその疑問を抱いたのかについ

てまで詳しく説明することはなく（代理人としては，その主張・立証が認めら

れないという可能性が高いという趣旨と理解している。），代理人としては，

理由を尋ねることが恥ずかしいことなどから，その理由を尋ねることは少ない

上，代理人として準備不足，認識不足等の事情もあり，裁判官の質問に対して

的確に答えられないことが多い」といった実情が紹介されたと記載されている。 

この実情の分析の重要性に鑑み，ヒアリングに現れた上記実情に加えて述べ

れば，個々の案件の内容や争点整理のどの段階にあるかによって差異はあるも

のの，代理人としては，裁判官が中立的に疑問の形で述べているが，かかる疑

問が出る以上はまだ当該主張について裁判官が十分と考えていない可能性が高

く，このままでは当該主張は通りにくいとの警戒感を抱く場合が多いこと，ま

た，質問の意図を裁判官に尋ねることが少ない理由は，裁判官の質問が意外で
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あり，その場で弁護士から質問の意図や趣旨を確認できないか，その場ではい

ったん控えておく場合もあることを指摘したい。 

また，報告書１１７頁の記載のうち「代理人として準備不足，認識不足等の

事情もあり，裁判官の質問に対して的確に答えられないことが多い」との部分

についても，代理人の立場からすれば，裁判所から質問があった際に意外な質

問をされれば，同記載場所において③として挙げられているように，即答に窮

する場合や本人への確認を要する場合があることは避けられない。質問したい

事項があれば期日前に裁判所から代理人へ連絡できることは連絡するなどの方

法により改善すべきである。 

他方で，裁判官の言い方も一方当事者への肩入れの指摘を恐れて曖昧である

などの場合があるほか，ときに裁判官の質問自体が当を得ない場合，前回期日

までの進行と一貫しない場合も経験するところである。 

このほか，真に争点整理を活性化するためには，法律構成，主張立証予定の

発言，進行の見通しなどに関する代理人の発言が後から揚げ足取り（対立当事

者の代理人が援用するなど）されないこと，争点整理の過程では一定の変更や

撤回があって当然という前提を，裁判所がより明示・徹底する必要があること

も明らかである。 

１０ 期日間準備の実情 

報告書１１５頁の「ア 期日間の準備の実情」においては，「代理人から，

標準的なスケジュールを想定するならば提出期限まで１か月程度あれば余裕を

もった期間となっているとの意見が述べられたが，実情としては，理想的な期

日間準備が実現されているわけではないことが紹介された」と記載されている

（注，代理人とはヒアリング対象弁護士）。一方裁判所の側からは，「期限ま

でに準備書面が提出されないことは少なくないが，その場合でも強く督促をし

て内容が薄い準備書面を提出されても意味がないので，一通りの督促はするに

せよ，それ以上に無理して督促をすることはしていないとの実情が紹介された」

と記載されている。これを受けて報告書１１６頁の「イ 期日前の準備の実情」

においては「期日間の準備が予定どおり進まず，結果として，準備書面の提出

が遅くなることから，期日前の準備についても十分に行われていない実情がう

かがわれた」とされている。報告書１２０頁の「３ 検証検討会での議論」に

おいても，弁護士において「必要な準備にどれだけの時間がかかるかを的確に

把握し，期限を守るという意識を涵養することが必要であるとの意見もあった」

と記載されている。 

しかしながら，期日間隔を決めるに当たっては，裁判所の側から「事案の性
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質，難易度，代理人，事件の進捗状況及び準備を要する事項」といった要素を

考慮して設定することが示されているところ（報告書１１５頁），期日間の準

備が想定よりも短い時間で足りる場合もあれば不足する場合もあり，事前の想

定どおりに進まないことは常に起こり得るものである。代理人としても，多忙

で日程を合わせにくい依頼者，当該事件の本筋と違うことに拘泥する依頼者

（要望を安易に拒絶すると本筋部分も含めてさらに準備が困難になる。），書

面の内容に承諾を得ることに苦慮するケース，訴訟がある程度進行してしまっ

てから新たな事実や証拠が出てくるケース（依頼者の法的知識の不足や紛争当

事者としての思い込み等から，裁判所から見れば当然に早期に出るべき材料が

遅れて判明することは珍しくない。）など，様々な要素の中で準備をしている。

特に地方においては弁護士１名の事務所が多数あり，多種多様な事件を同時並

行して処理し，ときに突発的な刑事事件などの対応も求められる中で期日まで

の対応が困難になる場合もある。 

代理人による事前準備が想定よりも時間を要し，準備が不十分なまま期日を

迎えた場合，その次の期日間隔を短く設定することで審理を充実させる柔軟な

対応も検討されるべきである。Ｗｅｂ期日が導入されたことによりこうした対

応は比較的容易になっている。 

反面で，代理人としても，期日までに予定された準備を尽くすことが難しい

場合には，内容が十分でなくとも期限までに準備書面を提出するか，又は裁判

所と協議して提出期限を変更するといった対応をとる必要があり，事前に予告

することなく期日の開始直前に準備書面を提出するといった対応を避けるよう

真摯に改善に取り組むべきである。 

１１ 合議体による審理の実情と課題について 

報告書の１１７頁では，合議体による審理の実情として，合議に付されるべ

き事件は適切に合議に付されており，付合議により審理が停滞することはない。

また，合議体による審理においては単独事件と比較して充実した争点整理が行

われているとの実情がうかがわれたとしている。 

事件の質的困難化が争点整理期間に影響を及ぼしていることがうかがわれる

中で，合議体による審理の積極活用が成果を挙げ，肯定的に受け止められてい

ることはそのとおりであり，今後もさらに合議体による審理を積極的に活用し

ていくべきである。 

しかしながら，合議体による審理もまた各裁判官が繁忙な中で行われており，

単独事件の担当裁判官が合議体での審理を求めることを躊躇したり，右陪席裁

判官が実質的に合議に加わるための十分な検討時間を取れなかったりする可能
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性がある。今回のヒアリングではかかる実情の指摘は顕れなかったが，第８回

の実情調査では指摘が出たところでもあり，合議体による審理が行われている

事件を担当する代理人としては広く危惧を感じるところである。現状の人的態

勢を前提とした合議体活用のための取組，工夫ではそろそろ限界もあると考え

られる。合議体による審理をさらに積極活用し，充実した争点整理を行うため

には人的態勢の拡大が不可欠の課題である。 

１２ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた審理運営の在り方につい

て 

報告書の１２２頁では，今後に向けて「新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を踏まえて審理運営の在り方に変化が生じており，こうした変化はＩＴ化を

見据えた審理運営の改善にもつながっていくものであり，有用な運用を着実に

定着させるためには，裁判官のみならず，弁護士もそのような意識をもって取

り組む必要がある」とし，「社会全体が新たな生活様式へと変化していく中，

民事訴訟手続のＩＴ化を並行して実践していくことを踏まえると，法曹関係者

が協力して，既存の審理運営の在り方にとらわれずに，審理運営を改善するた

めにはどのような方策が考えられるかについて，真剣に考え，取り組んでいく

べきである」とする。 

法曹関係者が協力して改善の方策を検討していくことの重要性に異論はない

が，個々の取組については，あくまで新型コロナウイルス感染症の感染拡大と

いう特異な状況下で応急的にとられた側面を含むことを意識し，既存の手続規

定との整合性などを慎重に確認しながら検討していくべきである。例えば，裁

定和解や民事調停法第１７条に基づく調停に代わる決定も，特異な状況下で解

決を遅延させないための手段として選択された実情もあると考えられ，当事者

の承諾や異議申立ての余地という担保があることを考慮しても，安易に多用す

れば審理の充実が疎かになる懸念がある。 

 

第４ 地方裁判所における刑事通常第一審事件の概況及び実情（報告書１２７頁） 

１ 刑事通常第一審事件の概況 

刑事通常第一審事件の事件数（新受人員，終局人員）については，統計上は

平成２５年までに見られた減少傾向は収まり，若干の増減はあるもののほぼ横

ばいの状況にある（令和２年新受件数６万６９３９件，同終局人員４万７１１

７件）とされる。しかし，平成２７年に新受件数７万５５６６件，終局人員５

万４２９７件であったことからすれば，若干の増減を繰り返しつつも緩やかな

減少傾向にあるとの評価をすべきと考えられる。 
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全体の平均審理期間について，報告書では，令和２年は若干長期化しており，

この背景には新型コロナウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言発出の影響もあ

ると思われるとしている。平均開廷間隔が１．４月（前回１．２月）となって

いることも考えると上記影響があるものと思われるが，他方で平均審理期間に

は，令和元年までに既に若干の長期化傾向が見られていたことも看過すべきで

はない。 

報告書は「否認事件については，平成２７年から若干長期化傾向にあったが，

令和２年は前回（９．２月）より０．９月長期化して１０．１月となっており」

として，上記同様に新型コロナウイルス感染症拡大の影響に言及している。し

かし，平成２７年に８．４月であったものが令和元年には９．３月となってい

たのであり，新型コロナウイルス感染症拡大の影響を勘案しなくても若干の長

期化傾向にあったとの見方が適切ではないかと考えられる。自白事件が「令和

２年は前回（２．７月）より０．３月長期化して３．０月」とあり，これも前

記同様に，令和元年までの数値に既に見られていた変化を考えると，若干の長

期化傾向との見方が可能である。 

２ 裁判員裁判対象事件の概況 

報告書は，裁判員裁判対象事件の新受人員及び判決人員は近年おおむね横ば

いであったが，令和２年には減少していると述べる。しかし，平成２４年には

新受人員総数１４５７人，判決人員総数１５００人であったものが少しずつ減

少し，新型コロナウイルス感染症拡大の影響が生じる前の令和元年にそれぞれ

順に１１３３人，１００１人となっていたことを考えると，ここでも若干の減

少傾向にあるのではないかと指摘せざるを得ない。 

同じく平均審理期間（判決人員），公判前整理手続期間についても，平成２

６年には平均審理期間が８．７月，公判前整理手続期間の平均が６．８月であ

ったものが令和元年にそれぞれ１０．３月，８．５月となっており，新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響を勘案しなくても若干の長期化傾向が見られる。 

なお，公判前整理手続期間については期日間隔が調査されていないところ，

期間を要する実情・課題をより適切に把握するため，期日間隔を調査対象事項

に含めることを検討すべきと考えられる。 

３ 「２ 刑事通常第一審事件における実情調査の結果」について 

今回の報告は，中規模庁の地方裁判所本庁である裁判所並びにこの裁判所に

対応する検察庁及び各弁護士会一か所のみで行われた調査（各弁護士会に対す

る調査ではなく，ヒアリング対象はあくまで個々の弁護士である。）に基づい

ているため，長期化の要因を確認するという目的に対して，聴取・収集された
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情報の量や多様性，普遍性に制約があることは否めず，その点は慎重に考慮し

た上で理解すべきである。 

(1) 事件内容の観点からは，電子メールや防犯カメラ映像等の客観的証拠の量

の増加や解析，確認作業の負担が公判前整理手続の長期化に大きな影響を与

えているとの認識は当連合会も同じであるが，客観的な証拠の開示の準備の

ために要する機材や人員確保など，検察庁の人的物的な態勢強化が必要であ

る点にも触れるべきである。 

科学的・専門的知見が問題となる事件においては，検察官や裁判所の側か

ら，以前と比べるとプラクティスが確立してきているとの指摘があったと紹

介されているが，実情調査で話題となった事案は，起訴前鑑定の基礎資料に

問題があることを指摘した鑑定請求がなされたことにより速やかに５０条鑑

定の採用に至った案件であった。５０条鑑定請求に対する採否全般について

法曹三者の共通理解に基づいたプラクティスが確立してきている趣旨に理解

してよいかは疑問であり，あくまで実情調査でそのような認識・指摘も見ら

れたという位置付けに留まる。 

(2) 当事者の訴訟活動及び裁判所の訴訟指揮に関しては，検察庁からの指摘と

して，否認事件の弁護人の中には，全ての証拠を確認してからでないと主張

を明示できないとの方針のもと，広範かつ五月雨式な類型証拠開示請求を行

う場合があるとの記載がある。しかし，全ての証拠が手元にある検察官と違

って，弁護人の側は類型証拠開示請求によって初めて必要な証拠の開示を受

けられるのであり，可能な限りすべての証拠の開示を受けて検討することは

被告人の当然の権利である。類型証拠開示請求の結果，重要な証拠の存在を

知る場合もあり，その場合は再度の開示請求が必要となる。事案によっては，

さらに類型証拠開示請求を繰り返す必要のあることもある。類型証拠開示請

求について，広範かつ五月雨式であるなどと，被告人の権利行使があたかも

迅速化を妨げる要因の一つであるかのような指摘は不適切というべきである。

検察官は，起訴後速やかに請求証拠を開示して弁護人及び被告人の証拠検討

の開始時期を早めるよう努めるべきであり，弁護人の証拠開示請求に対して

積極的かつ迅速に開示することが，被告人の権利保障と裁判の迅速化の両立

に寄与するものである。また，全面証拠開示や証拠の電子データによる作

成・管理及び発受についても議論していくことが有用である。 

(3) 争点整理に関して，対象庁の裁判所から「公判前整理手続期日の中で，当

事者との間で口頭での議論を行うことを通じて，その事件で重要なポイント

や必要となる証拠についての共通認識を形成し」，「必要十分な争点整理を
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行うことが可能である。」といった指摘があり，対象庁の裁判所や検察官の

側からは「対象庁では，」「充実し迅速な公判前整理手続を進めていくこと

の重要性について法曹三者の共通認識があり，争点整理に関して，公判前整

理手続できちんと議論ができる状況がある」との意見があったと紹介されて

いる。 

しかし，刑事裁判の迅速化に当たって害されてはならない権利利益の主体

は被告人である（迅速化法第２条第３項参照）。「その事件で重要なポイン

トや必要となる証拠についての共通認識を形成」するとあるが，検察官が証

明責任を負う刑事手続では，争点を絞り込むという意味での争点整理をする

ことはできないことに注意が必要である。この観点から，公判前整理手続の

目的である「争点及び証拠を整理する」とは，判決宣告までに要する期間を

明らかにするために審理予定を策定することが求められているのであって，

争点を絞り込むということを意味するものではない。 

被告人の権利利益を害することなく，刑事裁判の迅速化を図るためには，

法曹三者が刑事訴訟手続に関して自由な意見交換を行う機会が重要である。

しかし，新型コロナウイルス感染症拡大の下で協議の機会は少なく，従前の

協議会なども中止になっている実情がある。そこで，今後はテレビ会議など

を通じて，法曹三者が集まって適時に協議できる機会を作ることも重要であ

る。 

(4) 公判期日の仮予約については，他の事件の期日進行の支障，被告人の防御

権の侵害にならないよう留意を要するが，おおむね肯定的に捉えることがで

きる。 

４ 今後に向けての検討について 

報告書は，公判前整理手続が長期化することの弊害や，迅速・充実化に向け

た改善の必要性を改めて認識し，公判前整理手続の基本的な在り方について更

に議論を深め，認識を共有するとともに，そのための具体的な方策についても

検討し，共有していくことが有用であるように思われると述べている。ここで

重要なことは，裁判の迅速化に当たっては，当事者の正当な権利利益が害され

ないよう，手続が公正かつ適正に実施されることが確保されなければならない

のであり（迅速化法第２条第３項），刑事裁判の迅速化に当たって害されては

ならない権利利益の主体は被告人であるということである。特に，検察官が証

明責任を負う刑事手続では，民事事件における争点整理や証拠等の重要性につ

いての双方当事者の認識共有と同列に論ずることはできないことを忘れてはな

らない。 



14 

また，客観的証拠の増加や科学的・専門的知見が問題となる事件の増加につ

いて，社会情勢の変化や科学技術の進展等を背景とするいわば外在的な要因に

ついて，訴訟関係者の取組により直ちに対処することが容易ではないことはそ

のとおりであるものの，裁判の迅速化のために，証拠のデジタル化，証拠解析

のためのシステム改善，検察庁の人的・物的態勢の強化充実，被告人が証拠を

十分に検討できるかに配慮した適切な保釈の運用（刑事訴訟法第９０条参照），

拘置所においても被告人がデジタル証拠を十分に検討できる環境の整備，必要

な数の国選弁護人の選任なども視野に入れて検討することが必要である（迅速

化法第２条第２項参照）。 

 

第５ 家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等（報告書１

５３頁） 

１ 家事事件の概況 

報告書は，家事事件全体について，別表第一審判事件の新受件数（令和２年

に９０万６４５４件）は後見等監督処分事件と後見人等に対する報酬付与事件

の大幅な増加の影響で平成３０年（８６万３９１５件）から更に増加するとと

もに，別表第二事件の新受件数は調停事件を中心におおむね緩やかな増加傾向

にあり，平均審理期間は緩やかに長期化しており，令和２年の長期化の背景に

は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれ

らに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われると指摘している。また，

一般調停事件については新受件数が減少傾向にある一方（平成３０年は５万５

３３１件，令和２年は５万１２８５件），平均審理期間は緩やかな長期化傾向

にあるとしつつ，その傾向は，取下げで終局した事件の割合が減少する一方，

これよりも相対的に平均審理期間が長期化する傾向にある調停事件で終局した

事件の割合が高い水準にあることが影響しているのではないかと考えられるほ

か，婚姻費用分担事件が増加傾向にあることに伴い，同事件と期日が並行して

重ねられることが多い夫婦関係調整調停事件の審理が長引くという事情がある

のではないかと指摘されている。 

２ 遺産分割事件について 

個別の事件類型の概要のうち，遺産分割事件は，高齢化の影響等により新受

件数（審判＋調停）が長期的に見れば近年高止まり状態にあり，平均審理期間

はここ数年間１２月を下回る水準で推移していたものの，令和２年は前年と比

較して大きく長期化し，１２月を超える事件の割合が増加していると指摘され

ている。 
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遺産分割事件においては，簡易迅速な紛争解決手段として調停に代わる審判

が積極的に活用されており，既済事件のうち調停に代わる審判での終局率は前

回の２１．５％から今回は２７．９％となったと報告されている。新型コロナ

ウイルス感染症拡大の下での必要性もあったと考えられるが，調停に代わる審

判の積極的な活用により，当事者の不出頭や，必ずしも重要ではない問題の調

整がつかないこと等による長期化を防いでいることは，運用改善上の一つの取

組として注目される。 

３ 婚姻関係事件について 

婚姻関係事件は，新受件数（審判＋調停）は前回（平成３０年，７万３９１

９件）と比較して横ばい傾向にあり（令和２年，７万２２８４件），平均審理

期間は平成２３年以降もともと長期化傾向にあったが（平成３０年は５．８月，

令和２年は７．０月），令和２年は前年と比較して増加の幅が大きくなってい

る。また，６月以内に終局した事件の割合も前回の６７．１％から減少して５

６．１％となった。婚姻関係事件の平均審理期間の長期化と関連して，婚姻費

用分担事件の増加傾向が指摘され，同事件の新受件数（審判＋調停）は平成２

３年には１万７８４８件であったのが，令和２年には２万６２２９件となり，

約１０年間のうちに１．４６倍になっている。別居後の生活基盤に関わる婚姻

費用分担事件の解決が優先されることで，夫婦関係調整事件において離婚条件

等の実質的協議に入る時期が遅くなったり，離婚・婚姻費用のいずれを先に取

り上げるかで紛糾したりするなど，全体として審理が長引く事情もあるのでは

ないかと考えられるとの指摘は前回と同様であり，新型コロナウイルス感染症

拡大によって経済的基盤が激変した国民が多いことも踏まえるとこの傾向はよ

り強くなる可能性もある。 

また，報告書では前回同様，近年，双方当事者に手続代理人が関与する案件

の割合が増加しているほか，手続代理人の関与が増えたことと平均審理期間が

長期化する傾向にあることとは相関しているといえ，手続代理人弁護士関与率

の増加が事件の困難化傾向を示唆しているものとも考えられると指摘している。

報告書では人事訴訟を念頭に置いた夫婦関係調整調停の運営が一つの課題とし

て挙げられているが，今後，婚姻関係事件においては，調停による自主的紛争

解決機能とともに，事案の内容等によっては法的観点を踏まえた司法的解決機

能がより重視されることになると思われるため，特に手続代理人弁護士が関与

していない案件において，当事者の理解度は十分か，手続保障が十分に尽くさ

れているか等に引き続き注視する必要がある。 

４ 子の監護事件について 



16 

子の監護事件は，前回報告と同様，新受件数（審判＋調停）は増加傾向にあ

り審理が長期化する傾向がある。また，令和２年は，前年と比較して，養育費

請求事件等の審理期間が大幅に長期化しており（令和元年５．３か月，令和２

年６.２か月），新型コロナウイルス感染症拡大の影響が窺われる。 

しかし，この事件類型のうち，子の監護者指定，子の引渡しや面会交流等の

事件については子の福祉の実現を最も重要な観点として調整を行い，拙速な手

続進行を招かないよう家庭裁判所の司法的機能，福祉的機能が十分に発揮され

ることが重要である。他方で養育費請求事件等については子の生活基盤にも関

わることから迅速化の要請がより高い。このように各事件の特徴を踏まえた適

切な手続進行を行うためには，裁判官，書記官の増員はいうまでもなく，加え

て家裁調査官の増員，試行的面会交流実施のための児童室の充実等の家裁の態

勢強化が求められる。また，本庁と支部の間の人的・物的態勢の差を速やかに

解消する必要があるし，子の意思，意向をより手続に反映させるため，子ども

の手続代理人の積極活用も検討されるべきである。 

５ 人事訴訟の概況等について 

人事訴訟に関し，報告書では，新受件数（８５６８件）は前回（平成３０年，

９２７２件）より若干減少した一方，近時の平均審理期間の長期化傾向は依然

として続いているとしている。人事訴訟の新受件数は減少傾向となっているが

平均審理期間は長期化しており，全体的に進行の困難な案件が増えていると考

えられるが，その要因として，財産分与の申立てのある離婚事件で資料収集を

巡って審理が難航しがちであることや，離婚原因について必ずしも事案の結論

と結びつかない周辺事情の主張の応酬などがあることは，第６回報告以来，繰

り返し指摘されている。財産分与における資産状況をめぐる資料収集・主張整

理の在り方，調停段階での調査嘱託の活用の適否，離婚原因や慰謝料の評価根

拠事実に関する事実の取扱いなど，人事訴訟における争点整理をどのように進

めるべきか引き続き検討していくべきである。 

６ 実情調査について 

実情調査においては，新型コロナウイルス感染症対策のため，調停期日の所

要時間を短縮する等の工夫が紹介された。このような工夫が重要であることは

否定しないものの，所要時間の短縮や事情聴取の効率性の追求は，当事者が調

停委員に言いたいことを十分に聞いてもらったという実感を持ちにくくする可

能性がある。調停の本質に立ち返り「あるべき調停の姿」について引き続き議

論を重ねることが重要である。 

また，電話会議システムの利用を推奨するという工夫についても評価できる
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ものの，非言語的コミュニケーションが取りにくくなったり，これまで有用性

が指摘されてきたホワイトボード等を利用した争点整理が困難になったりする

ことで対面と同様の調整が難しい面があると思われる。今後，一部の庁におい

て家事調停のＩＴ化が試行されるが，電話会議システムと比較して非言語的コ

ミュニケーションが取りやすいというメリットが期待できる一方で，調停委員

と対面してじっくりと話をしたいという当事者や，ＩＴツールの利用に慣れて

いない当事者も少なくないことから，利用者の視点に立った運用改善が強く求

められる。 

人事訴訟は，財産分与の申立ての有無によって要する期日回数が異なったり，

争点と関連性のない周辺事情が主張されたりするなどして争点整理が長期化す

ることは日々実感するところである。五月雨式な財産開示要求，周辺事情の主

張の拡がり過ぎなどに対する取組として報告された内容は今後，実務上，推進

していくべきであると考える。 

人事訴訟を念頭に置いた離婚調停については，調停が人事訴訟に向けた争点

整理になるような運用は避けなければならない。調停は訴訟とは異なり厳格な

事実認定をする手続ではなく，法的判断を意識しながらも双方の主張を聴きつ

つ調整を行い，自主的に互譲して合意形成を目指す手続である。当事者の感情

的問題を置き去りにして人事訴訟に向けた準備のような調停進行にしてしまう

と，当事者の調停委員会に対する不信感につながる恐れがあり，調整作用を硬

直化させ，調停の長所である柔軟性を損なわせることになる。 

もっとも，報告書が指摘しているとおり，当事者によっては，調停の段階で

人事訴訟になった場合の見通しを示すことで，調停で解決しようと自主的に選

択できるようになるというメリットも存在する。調停手続の長所を活かしつつ

紛争の早期解決を図るため，特に手続代理人弁護士が関与していない事案につ

いて「結論を押し付けられた」「性急に説得された」というイメージを持たれ

ないよう，真に当事者の紛争解決能力を引き出す調停運営の在り方について引

き続き検証する必要がある。 

７ 家庭裁判所の態勢強化の必要性 

家庭裁判所が繁忙であることは以前より指摘されており，一定の人的態勢拡

充は行われてきているものの，手続代理人の立場からは，大きな改善は実感で

きない状態にある。そのような中，新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り，例えば調停室を待合室として代用したことにより調停室が不足して期日が

入りにくくなったという意見や，待合室が狭く数も少ないことでいわゆる「密」

の状態になったといった意見も上がっており，家庭裁判所の基盤整備の必要性
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がより一層明らかになったといえる。 

 

第６ 今後に向けて 

検証報告のテーマや視点は，第５回まで１０年間の一連の検証の成果を踏まえ

て，第６回の検証からは，実務的な問題点をより具体的に解明して運用改善を図

ることに重点を置き，第９回まで４回にわたり実施された。 

これらの検証と実務への反映により，民事，刑事，家事のいずれの分野におい

ても，迅速化検証の開始前（迅速化法の施行前），及び検証初期のころに比べれ

ば，手続の運用改善，創意工夫が進んできていると評価できる。 

しかしながら，未だその理解が現場できちんと共有されている，個々の事件に

浸透しているとは言い難く，なおも，迅速化検証の成果が十分に活用されている

とは言い難い。この点は引き続き改善に努める必要がある。 

また，民事訴訟においては，多大な運用改善の努力にもかかわらず紛争の内容

自体の質的困難化が争点整理期間，全体の審理期間に影響を及ぼしており，特に

今回の報告では，直近の時期において民事第一審訴訟事件全体の審理期間が統計

数値上再び長期化していることが明らかになった。質的困難化への方策を適切に

講じなければ，民事第一審訴訟事件全体の適正で充実した審理の阻害要因になる。 

刑事事件においては，事件数としては若干の減少傾向があるものの，裁判員裁

判対象事件の公判前整理手続期間や平均審理期間は，わずかに長期化する傾向も

見られている。証拠開示や大量の客観的証拠の整理・検討など既に多大な負担が

生じており，被告人の防御権を保障しつつさらに期間を短縮するためには，態勢

面（機材等も含む）の拡充の必要性があることは明白であるし，全面的な証拠開

示を認める法改正の必要性も検討すべきである。さらに，在るべき公判前整理の

進め方についても引き続き，法曹三者での議論が必要である。 

家事事件に関しては，家庭裁判所の繁忙度が高く負担が増していることは既に

明らかであり，内閣府の調査によれば，新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外

出自粛が影響し，令和２年度のドメスティック・バイオレンスの相談件数が過去

最多になったといった報道もなされているところである。こうした社会状況の変

化や家族観の変化により，今後，家庭裁判所における事件動向が変化することも

考えられ，複雑困難な事案や高葛藤事案の申立てが増えるなどの可能性もある。

家庭裁判所がこれらの紛争を解決するために果たす役割は年々高まっており，司

法的機能，福祉的機能を十分に発揮するためには，態勢強化が急務である。その

観点から，裁判官，書記官はもちろん，家裁調査官，調停委員の人数や繁忙度な

どにも観点を拡げ，家庭裁判所全体の紛争解決機能の強化，態勢の拡充という観



19 

点からの検証テーマの設定を検討するべきである。 

また，実務の運用改善に重点を置いた検証が続けられているが，裁判官が繁忙

であることなど人的物的態勢が事件処理に影響している可能性に言及した第４回

の検証報告や，多数の事件が潜在化していると考えられることなど事件動向に影

響を及ぼす社会的要因を分析した第５回の報告書から年月を経過してきている。 

迅速化法は「公正かつ適正で充実した手続の下での迅速な裁判」（第１条）を

要求し，国は必要な施策を策定・実施する責務を負い(第３条)，政府はその施策

を実施するために必要な法制上又は財政上等の措置を講じなければならず(第４

条)，最高裁判所の検証結果は国の施策の策定・実施に当たって適切に活用され

るべき(第８条第２項)と規定している。検証の結果は，裁判実務の運用改善を図

るためだけではなく，人的･物的基盤の整備に向けても活用されることが，基盤

整備法たる迅速化法の要請である。次回の第１０回の検証報告は，基盤整備，態

勢強化の視点からも適切な検証を行い，２０年目の節目にふさわしい，迅速かつ

充実した審理の実現に向けてメッセージ性を持つ検証報告となるよう強く希望す

るものである。 

以上 

 


