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序文 第２９回司法シンポジウム

第２９回司法シンポジウム
－民事裁判手続のＩＴ化とこれからの司法－
序文
１ 民事裁判手続の何が変わるのか。改正民事訴訟法を学ぼう！
２０１７年６月，内閣が「未来投資戦略2017－Society 5.0 の実現に向けた改革－」をもっ
て裁判手続等のＩＴ化の推進対策を速やかに検討すると決定し，これ以降，民事訴訟法改正の
動きが急ピッチで進んできた。２０２１年度に法制審議会で民事訴訟法改正要綱が取りまとめ
られ，２０２２年には国会で法改正がなされる予定である。
今回の改正は，１９９６年以来の大型改正といっても過言ではない。民事訴訟実務に与える
影響は極めて大きいものと予想される。法改正には国会の議決を必要にしても，本基調報告書
の執筆時において，法務省民事局参事官室から「民事訴訟法（ＩＴ化関係）等の改正に関する
中間試案」が公表され，立法の方向性を把握できる状況にあった。また，第２９回司法シンポ
ジウム（以下「本シンポジウム」という。）当日には，法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）
部会における議論が大詰めに入り，改正の見通しを把握した上で，具体的な課題を検討できる
状況にあると思われる。これからの司法を考える出発点として，まずは改正法の内容をしっか
りと把握したい。

２ 弁護士と依頼者の関係はどう変わるか。一緒に考えてみよう！
ひと昔前までは，専門家でなければ法律に関する情報を入手するのが困難だった。しかし，
今や膨大な量の法情報を裁判所，官庁，出版社，法律事務所，個人等がインターネットで配信
し，一般人が容易に入手できる時代となった。弁護士としても，調査した法情報を容易に依頼
者に届けることが可能な環境にある。そして，今回の法改正によって，依頼者は，自宅や職場
からインターネットを通じて自己の裁判に参加することが可能になる。これからは豊富な法情
報を持つ依頼者が，ウェブ会議等を通じて弁護士や裁判官が行う審理の状況を見守り，自ら積
極的に手続に関われる時代に入るといえよう。
これを踏まえて，弁護士と依頼者の関係は，どのように変化するのだろうか，それとも変化
しないのだろうか。民事訴訟において必要な弁護士や裁判官のプラクティスは変わるのだろう
か。変わるとすれば，何が，どう変わるのか。少し立ち止まって，じっくりと考えてみたい。

３ 司法弱者に対する備えは万全か。デジタル・ディバイドを本気で考えよう！
民事裁判手続のＩＴ化は，確かに，裁判所へのアクセスの拡充，審理の充実，適正かつ迅速
な紛争解決の実現に寄与する側面があるだろう。訴訟記録の管理コストの低減，作業事務の効率
化等にも資するはずだ。
しかし，貧困者，高齢者をはじめとして，社会にはＩＴ機器を持たない者，その取扱いに習
熟しない者がいることを忘れてはならない。また，導入されるシステムが障がい者にとって対
応可能な設計になるのかも気になるところだ。さらに裁判所と当事者が一堂に会さずに審理が
できるのであれば，支部統廃合が進められ，地方の住民から裁判所が遠のく不安もある。ＩＴ
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化に対応の困難な司法弱者に対し，誰が，どこで，どのようなサポートをするのか，司法弱者
を作らないための本人サポートをめぐる課題も極めて重要だ。デジタル・ディバイドの問題を
真剣に考えてみたい。

４ 将来の紛争解決手続の仕組みやツールはどうなるか。弁護士のレゾンデートル（存在
意義）を考えよう！
ＩＴは，裁判外の紛争解決手続等にもその利用が期待されており，諸外国では，既にオンラ
イン紛争解決（Online Dispute Resolution）が始まっている。我が国におけるオンライン紛争
解決はどうあるべきだろうか。
また，将来の映像テクノロジーの発達により，例えば，第一審で行われた証人尋問を控訴審
の裁判官が追体験できるようになるかもしれない。ＡＩ（人工知能）の発達は，例えば，これ
まで弁護士が労力をかけて行ってきた必要情報の収集，類似判例の調査，更には重要な間接事
実の抽出といった作業を軽減ないし代替し，やがてＡＩが弁護士に取って代わる時代を招くか
もしれない。ＩＴ，ＡＩの発達の先に見えるのは，弁護士不要の世界か，弁護士が脚光を浴び
る世界か。司法における弁護士の存在意義を考えてみたい。

５ 本シンポジウムの構成
(1) 基調報告
「民事裁判手続のＩＴ化とこれからの司法」というテーマの下，本シンポジウムを開催する
目的は以上のとおりである。この目的を達成するため，我々は，３つの部会を設け，調査研究
と議論を重ねた。その成果は，次の３つの小テーマの基調報告として発表されるが，様々な映
像を活用して，視覚的に理解しやすい工夫が施してある。
① ＩＴ化がもたらす訴訟活動の変化と弁護士・依頼者間の関係
②「司法弱者」を作らない！～障がい者・高齢者や地域司法の視点からＩＴ化を考える～
③ テクノロジーと司法のこれから

(2) パネル・ディスカッション
基調報告を踏まえて，大屋雄裕氏（慶應義塾大学法学部教授）
，別所直哉氏（紀尾井町戦
略研究所株式会社代表取締役）
，綿引万里子氏（弁護士・元名古屋高裁長官）
，幡野博基氏（弁
護士・第２９回司法シンポジウム運営委員会事務局次長）によるパネル・ディスカッション
を行う。実務的な論点だけでなく，
「法廷」や「期日」の意義を再考し，将来の法曹像を思
い描くなど，普段考えることの少ないテーマについても，一緒に深く考えたい。

６ 謝辞
本シンポジウムを開催するに当たり，最高裁，各高地家裁，各弁護士会，地域包括支援セン
ターをはじめ多方面から多大な協力を得た。全ての法人，個人のお名前を挙げることができな
い失礼の段お詫びするとともに，御協力くださった皆様にこの場を借りて深く感謝申し上げた
い。
本シンポジウムが，「民事裁判手続のＩＴ化とこれからの司法」を考える機会となり，より
よい司法の実現に多少なりとも寄与できれば，望外の幸せである。
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ＩＴ化がもたらす訴訟活動の変化と弁護士・依頼者間の関係

第１ はじめに
１ 我が国におけるこれまでの裁判手続等のＩＴ化の状況
我が国では，１９９６年に成立した民事訴訟法（以下「法」という。）により，電
話会議システムやテレビ会議システムの利用が可能となったが，前者は広く利用され
てきている反面，後者の利用は限定的であった。
その後の司法制度改革の流れの中，２００１年６月，司法制度改革審議会は意見書
を取りまとめ，そこで「裁判所の訴訟手続（訴訟関係書類の電子的提出･交換を含
む。），事務処理，情報提供等の各側面での情報通信技術（ＩＴ）の積極的導入を推
進するため，最高裁判所は，情報通信技術を導入するための計画を策定，公表すべき
である。」と提言し，最高裁は，翌年３月「裁判所の訴訟手続，事務処理，情報提供
等の各側面での情報通信技術（ＩＴ）の積極的導入を推進する計画を策定･公表する
ための所要の措置を講ずる。」との司法制度改革推進計画要綱を公表し，その後，２
００４年，民事裁判手続等のオンライン化のための規定（法１３２条の１０）が整備
された。
２００８年から督促手続のオンライン申立てが開始され（民事訴訟法第百三十二条
の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則），
その利用は広く定着してきている。しかし，民事訴訟手続の一部のオンライン申立て
に関しては，特定庁において試行的に実施されたが，その利用実績は乏しく，２００
９年に試行も終了され，現行の最高裁判所規則等の下では，オンラインでの訴訟提
起，書面の提出は認められていない。
他方，アメリカ，ドイツ，フランス，シンガポール，韓国等の諸外国では裁判手続
等のＩＴ化の整備は積極的に進められており，我が国の裁判手続等のＩＴ化は，同諸
外国のそれと比較して大変遅れているものといわざるを得ない。

２

現在のＩＴ化の進捗状況
２０１８年，内閣官房内に設置された「裁判手続等のＩＴ化検討会」は「裁判手続

等のＩＴ化に向けた取りまとめ－「３つのｅ」の実現に向けて－」（以下「検討会報
告書」という。）を公表し，政府は，同年６月「未来投資戦略（成長戦略）２０１
８」で「司法府による自律的判断を尊重しつつ，民事訴訟に関する裁判手続等の全面
ＩＴ化の実現を目指すこと」とし，裁判手続等の全面的ＩＴ化の実現に向けて動き出
した。
２０２０年２月３日，現行法の下，特定庁において裁判手続の一部である争点整理
手続におけるウェブ会議の利用が開始され，その後，全国の裁判所でもその利用が広
がりつつある。
同月２１日，法務大臣は，法制審議会に対し「近年における情報通信技術の進展等
の社会経済情勢の変化への対応を図るとともに，時代に即して，民事訴訟制度をより
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一層，適切かつ迅速なものとし，国民に利用しやすくするという観点から，訴状等の
オンライン提出，訴訟記録の電子化，情報通信技術を活用した口頭弁論期日の実現等
民事訴訟制度の見直しを行う必要があると思われるので，その要綱を示されたい。」
と諮問し，現在，法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下「法制審議会」と
いう。）で，裁判手続等の全面的ＩＴ化に向けての要綱案取りまとめについて検討が
なされ，本年２月１９日，法務省民事局参事官室名で「民事訴訟法（ＩＴ関係）に関
する中間試案」（以下「中間試案」という。）が公表され，パブリックコメントの募
集も終了し，２０２２年中の法改正を実現すべく引き続き要綱の成案を得るための検
討が続けられている。
また，最高裁では，現在ファクシミリによって提出可能な準備書面等を電子データ
によって提出することを可能とするシステム（民事裁判書類電子提出システム，通称
「mints（ミンツ）」）を開発中であり，２０２２年２月頃から一部地裁で試行的に
運用が開始されることが予定されている。

３ 改正民事訴訟法によるＩＴ化が弁護士に及ぼす影響
(1) 当セクションの報告の概要
当セクションでは，現在法制審議会で議論されている改正民事訴訟法（以下「改
正法」という。）の下で，どのような訴訟活動が可能となるのか，それをどのよう
に使いこなすのが弁護士の訴訟活動として適切なのか，また，弁護士と依頼者の関
係はどのように変容していくのか，あるいはどのようにすべきなのかを報告する。
まず「現在審議されている改正法の紹介とあるべき訴訟活動」についての報告を
行い，次に改正法が施行され裁判手続のＩＴ化が進んだ下での「弁護士･依頼者の
関係」を報告する。
また，報告内容の理解を深めるために，改正法での訴訟活動等の弁護士の活動を
具体的にイメージできるように事件管理システムを利用した場面を想定したデモサ
イトを作成するなどビジュアル的手法を用いて参加者が共通のイメージを持てるよ
うに工夫をした。

(2) 現在審議されている改正法の紹介とあるべき訴訟活動について
本基調報告書では，中間試案の目次に合わせて項立てを行ったが，記述の順序
は，通常第一審訴訟手続（訴えの提起から訴訟の終了まで）の流れに従い，改正法
と現行法との相違点を示し，改正法では裁判手続等がどのように変わるのかを解説
し，それにより弁護士の訴訟活動にどのような変化・影響をもたらすのか，変化・
影響がある場合，弁護士が訴訟活動を行うに当たり注意しなければならない点等に
ついて記述するように心がけた。
また，中間試案で具体的な方向性が示されていない点については，弁護士の立場
として，こうなるとよいという意見も可能な限り記述するようにした。

(3) 改正法が施行された後の弁護士と依頼者の関係について
1)

改正法が施行されても弁護士と依頼者の関係が委任ないし準委任関係であるこ
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とに変わりはなく，弁護士･依頼者の間には信頼関係が構築されなければならな
いが，弁護士は，まず，ＩＴ環境を整備し，裁判手続のＩＴ化に対応できる技術
を最低限身に付ける必要がある。ＩＴ化対応が不十分であれば十分な訴訟活動が
行えないだけでなく，依頼者の信頼を失う可能性も十分にあり得るであろう。
2)

弁護士は，依頼者と面談・打合せを繰り返しながら信頼関係を構築してきた。
しかし，ＩＴ化が広く普及すれば，依頼者との打合せもウェブ会議等で行うこと
が中心になることが想定される。また，極論すれば，改正法上では，依頼者と一
度もリアル面談を行うことなく訴訟手続を終了させることも可能になる。その場
合に信頼関係の構築の仕方や信頼関係の内容も変容していく可能性も考えられ
る。

3)

現在は，期日には代理人弁護士だけが出廷し，後日，依頼者に期日内容につい
て報告するのが一般的である。しかし，依頼者（当事者）もアカウントを取得す
れば，依頼者は，ウェブ会議によって期日に参加することや，また参加しなくて
も事件記録に直接アクセスして，裁判内容を確認することも可能となる。このよ
うな場合，弁護士は期日の報告や裁判手続内容についての報告をどこまで行わな
ければならないのであろうか。また，弁護士と依頼者が別の場所から期日に参加
する場合，弁護士はどのような点に注意しなければならないのか，しかも，期日
当日，依頼者と弁護士の意見が相違した場合等，弁護士としてどのように対応し
ていけばよいのであろうか。本項では，法律相談から訴訟提起，判決から上訴ま
で，と場面ごとに想定できる問題点について弁護士としての考え方を示すように
した。

(4) お断り
本基調報告書及び本シンポジウムでの説明は，飽くまでも中間試案をもとに，改
正法の議論状況を踏まえて行うものであり，また，デモサイト等は将来成立するで
あろう改正法を想定して，当委員会が独自に作成したものであり，改正法の内容，
裁判所が採用するウェブ会議や事件管理等のシステムが当委員会の作成したデモサ
イト等と異なることがあることをあらかじめお許しいただきたい。

第２ 現在審議されている改正法の紹介とあるべき訴訟活動
１ 総論
(1) インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合
訴えの提起等裁判所に対する申立て等のうち書面等をもってするものとされて
いるものについて，電子情報処理組織を用いてすることができるものとした上で，
電子情報処理組織を用いてしなければならない場合について，次のいずれかの案
によるものとする。
【甲案】
申立てその他の申述（証拠となるべきものの写しの提出を含む。以下「申立て
等」という。）のうち書面等（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複
本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された
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紙その他の有体物をいう。以下本項において同じ。）をもってするものとされて
いるものについては，電子情報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出
力装置を含む。以下同じ。）と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電
気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を用いてしなけれ
ばならない。ただし，委任を受けた訴訟代理人（民事訴訟法（以下「法」という。）
第５４条第１項ただし書に規定する訴訟代理人を除く。以下本項において同じ。）
以外の者にあっては，電子情報処理組織を用いてすることができないやむを得な
い事情があると認めるときは，この限りでない。
【乙案】
申立て等のうち書面等をもってするものとされているものについては，委任を
受けた訴訟代理人があるときは，電子情報処理組織を用いてしなければならない。
【丙案】
電子情報処理組織を用いてしなければならない場合を設けない（電子情報処理
組織を用いてする申立て等と書面等による申立て等とを任意に選択することがで
きる。）。
1)

オンライン申立て等の範囲・一本化の段階的実現
①

オンライン申立て等の範囲・中間試案の甲案，乙案，丙案
オンライン申立て等の範囲については，中間試案では，原則として全ての
人がオンライン申立て等によらなければならないとする甲案，委任を受けた
訴訟代理人はオンライン申立て等によらなければならないとする乙案，オン
ライン申立て等によらなければならない場合はないこととする丙案が提示さ
れている。

②

丙案から乙案，さらに甲案への段階的移行
しかし，この甲案，乙案，丙案は，三者択一のものではなく，中間試案
（第１の１の注１）には「甲案から丙案までのいずれかの案によるものとす
る考え方に加えて，国民におけるＩＴの浸透度，本人サポートの充実度，更
には裁判所のシステムの利用環境等の事情を考慮して，国民の司法アクセス
が後退しないことを条件として甲案を実現することを目指しつつ，まずは，
法第１３２条の１０の最高裁判所規則を定めて利用者がインターネットを用
いた申立て等と書面等による申立て等を任意に選択することができることと
することにより，丙案の内容を実質的に実現した上で，その後段階的に（乙
案を経て）甲案を実現する」というオンライン申立て等の一本化の段階的実
現という考え方が示されている。日弁連意見書も，慎重にオンライン申立て
等の一本化の段階的実現をすべきとの意見を述べている。そこで，以下にお
いては，このオンライン申立て等の一本化の段階的実現の趣旨について述べ
る。

③

オンライン申立て等に一本化する必要性
裁判手続等のＩＴ化の内容は，先行している諸外国をみれば，以下の３つ
の要素から構成されていると考えられる。
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・訴状，答弁書その他の書面や証拠等を電子データでオンライン提出するｅ
提出（e-Filing）
・口頭弁論期日等の裁判手続を当事者等の裁判所への出頭に換えてテレビ会
議やウェブ会議を活用して実施するｅ法廷（e-Court）
・裁判所が管理する事件記録や事件情報につき，訴訟当事者本人及び訴訟代
理人の双方が，随時かつ容易に，訴状，答弁書その他の書面や証拠等の電子
データにオンラインでアクセスできるｅ事件管理（e-Case Management）
裁判手続等のＩＴ化によって，実現される訴訟手続の利便性の主たるもの
は，訴訟資料が電子データとされることによって，紙媒体の書面，証拠を準
備し，持参又は郵送する費用，時間，労力を削減でき，訴訟資料へのアクセ
スが容易になり，また，管理コストも軽減されるということである。
このような訴訟手続の利便性を実現するためには，e-Filing及びこれを前
提としたe-Case Managementが不可欠である。仮に一部の当事者が，紙媒体で
書面，証拠を提出できるとなると，その紙媒体の訴訟資料をＰＤＦ化して訴
訟記録にする必要が生じる。また，相手方が電子データで訴訟資料を提出し
たときにそれを紙にプリントアウトして送達・送付しなければならなくなる
等の作業が必要になり，事務処理がかえって増えてしまう。そのため，裁判
手続のＩＴ化による利便性を十分に享受するためには，民事訴訟の全ての当
事者が，訴訟資料を電子情報で提出すること，つまり，オンライン申立て等
に一本化されることが望ましいのである。
④

段階的な一本化の必要性
オンライン申立て等に一本化するには，本人訴訟が認められている我が国
の民事訴訟制度の下では，裁判手続等のＩＴ化によって国民の裁判を受ける
権利の行使が阻害されないように利用しやすい事件管理システムの確立，こ
れを前提とした本人サポート体制の構築が必要とされる。しかし，現状，事
件管理システムがどのような内容で，本人サポート体制の構築がどのように
できるかは明らかになっていない。そのため，すぐにオンライン申立て等に
一本化できる状況にはない。

⑤

オンライン申立ての一本化の段階的実現
前記③④の事情から，最終的にはオンライン申立て等に一本化される必要
があるが，他方，これをすぐに実現することはできない。そのため，段階的
に実現していくべきという考えが導かれる。この考え方では，具体的には，
まず，法１３２条の１０の最高裁判所規則を定めて，利用者がインターネッ
トを用いた申立て等と書面等による申立て等を選択できるようにする。これ
は法改正を待たずに実現できることである。そして，法改正後，事件管理シ
ステム，本人サポート体制が機能していることを慎重に確認しながら，乙案
を経て，甲案が実現されることになる。

2)

改正法によって何ができるようになるか

− 13 −

第 29 回司法シンポジウム 基調報告書
弁護士は，乙案の段階になった以降は，裁判所に訴状，証拠，準備書面等を
電子データで提出しなければならなくなり，紙媒体の訴状等は提出できなくな
る。そのため，弁護士は，事件管理システムが使いやすいものであることを前堤
として，その使用に習熟することが求められる。
3)

新制度の利用について
弁護士は，乙案の段階になった以降は，裁判所に訴状，証拠，準備書面等を
電子データで提出しなければならなくなるため，これがスムーズにできるよう
に，事務所のインターネットの通信環境やＰＤＦファイルの作成が可能な複合機
等を整備する必要がある。
また，インターネットを介して電子データで訴訟資料を提出する場合には，
代理人のパソコンや法律事務所のファイルサーバー，あるいは事件管理システム
にアクセスされるなどして，代理人が気付かないうちにインターネットを介して
訴訟資料に記載された情報が漏洩する危険がある。これは紙媒体の訴訟資料だけ
が裁判所及び両代理人の法律事務所に保管されている場合には想定し難い，イン
ターネットを介する場合に特有の問題といえる。また，訴訟資料の提出方法の変
更に伴い，法律事務所内における事件記録の保管方法も紙媒体中心から電子デー
タ中心へと変わることが考えられるが，この場合には，マルウェアやフィッシン
グ攻撃等により，事件記録を保管したコンピューターが使えなくなったり，デー
タが書き換えられたりする危険もある。弁護士は，弁護士法２３条に基づく秘密
保持義務や，弁護士職務基本規程１８条に基づく事件記録の保管・廃棄に際して
秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意する義務を負ってお
り，前記のようなインターネットを介した情報漏洩等を防止するための対応を要
する。具体的には，事件管理システムのアカウントがどのように設計されるかは
現段階では明確でないが，採用された設計に従ってアカウント情報（ＩＤ，パス
ワード等）の管理を徹底することは不可欠である。加えて，セキュリティソフト
の使用（適時のアップデートを含む。）等の設備面の整備，バックアップの取
得，事務職員や所属弁護士の教育や管理（守秘義務契約の締結，情報取扱いルー
ルの明確化等）といった技術的・物理的・組織的・人的な体制整備等が求められ
る。この点に関しては，前記の弁護士法２３条及び弁護士職務基本規程１８条に
関する解釈指針を示すものとして日弁連が定めた「弁護士情報セキュリティガイ
ドライン」（日弁連会員サイトに掲載）が参考となる。

(2) インターネットを用いて裁判所のシステムにアップロードすることができ
る電磁的記録に係るファイル形式
電子情報処理組織を用いて裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルに記録する電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理
の用に供されるものをいう。以下同じ。）に係るファイル形式について，次のよ
うな規律を設けるものとする。
⑴ 電子情報処理組織を用いて裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファ
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イルに記録することができる電磁的記録に係るファイル形式は，解読方法が標
準化されているものとする。
⑵

裁判所は，必要と認める場合において，当事者が電子情報処理組織を用いて
裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録したものに係るフ
ァイル形式と異なる他のファイル形式の電磁的記録を有しているときは，その
者に対し，当該他のファイル形式の電磁的記録を提供することを求めることが
できる。

1)

(1)の趣旨
(1)は，裁判所の事件管理システムにアップロードする電子情報は，手書きの
書面も電子情報にして提出できるようにワードファイル等のワープロソフトで作
成したものに限定せず，ＰＤＦファイルのように解読方法が標準化されているも
のは提出することができるようにするという趣旨のものである。

2)

(2)の趣旨
(2)は，当事者が裁判所の事件管理システムにアップロードしたＰＤＦファイ
ルについて，その基になったテキストデータがあるときは，そのテキストデータ
を裁判所，相手方が入手できれば，そのテキストデータを利用して裁判所は主張
整理表を作成することができ，相手方は，事実主張に対する認否等反論の書面に
利用することができて利便性が向上する。そこで，裁判所が必要と認める場合に
は，当事者が提出した電子データに係る他の種類の電子データを提供することを
求めることができるようにするという趣旨である。

3)

障がい者の利便性の向上
中間試案（第１の２の注１）には「当事者又はその代理人が身体の障害によ
り相手方が提出した電磁的記録を読み取ることができない場合であって，当該電
磁的記録を提出した者が音声情報に変換可能な情報を有する電磁的記録を提出す
ることができるときは，裁判所は，当事者の申立てにより，当該電磁的記録を提
出した者に対し，音声情報に変換可能な情報を有する電磁的記録を提供すること
を求めることができるとの規律を設けるものとする考え方」が示されている。

4)

電子データの証拠提出
準備書面等については，テキストデータ，ＰＤＦファイルといった解読方法
が標準化されているもので提出されると予想されるが，証拠については，容量の
大きなもの，解読方法が標準化されていないものもあり得るので，中間試案（第
１の２の注２）で「容量の大きな電磁的記録の提出や，証拠となるべきものの写
しに係るファイル形式が本文(1)に規定するものに該当しない場合の提出に関す
る規律について，引き続き検討するものとする。」とされている。

(3) 訴訟記録の電子化
⑴ 訴訟記録は裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ
れたものによるものとする。
⑵ 書面で提出されたものを裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録することについて，次のような規律を設けるものとする。
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ア

裁判所は，書面で提出された訴状及び準備書面並びに証拠となるべきもの
の写しについて，裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記
録する。

イ

裁判所は，書面で提出されたアのものを【アによりファイルに記録された
日からその後の最初の期日が終了するまでの間】【アによりファイルに記録
した旨の通知の日から一定期間（例えば２週間）】保管しなければならない。

1)

(1)の趣旨
訴訟記録は，裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ
れたものによるものとすることによって，裁判所が管理する事件記録や事件情報
につき，訴訟当事者本人及び訴訟代理人の双方が，随時かつ容易に，訴状，答弁
書その他の準備書面や証拠等の電子データにオンラインでアクセスできるｅ事件
管理（e-Case Management）を実現しようとするものである。

2)

(2)中間試案（第１の３の注１）の趣旨
訴状，準備書面，証拠を紙媒体で提出できるときは，裁判所において電子デ
ータに変換して事件管理システムに記録され，訴訟記録となる。書面で提出され
た訴訟資料が正確に裁判所の事件管理システムに記録されていないときは当事者
が修正を求めることができるとするとともに，正確に記録されたかを確認し修正
することができる時間的余裕を与えるため，一定期間，紙媒体そのものを裁判所
は保管しなければならないとするものである。

3)

中間試案（第１の３の注２）の問題点
中間試案（第１の３の注２）では「裁判所に書面を用いた申立て等をする当
事者からは，当事者が提出した書面を電子化し訴訟記録の一部とする役務の対価
として，手数料を徴収することについても，引き続き検討するものとする。」と
いう考え方が示されているが，書面での申立てが不利にならないように消極的に
考えるべきである。

２

訴えの提起，準備書面の提出
電子情報処理組織を用いてする訴えの提起及び準備書面の提出は，最高裁判所
規則で定めるところにより，裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルに電子訴状及び電子準備書面を記録する方法によりするものとする。

(1) 改正法によって何ができるようになるか
1)

現行法１３２条の１０
現行法１３２条の１０第１項においても，法その他の法令の規定により書面
等をもってするものとされている申立てその他の申述のうち，最高裁が定める特
定の裁判所に対してするものについて，最高裁判所規則の定めにより，インター
ネットを用いてすることが認められている（ただし，支払督促の申立てが書面に
よりされた場合の支払督促手続での申述については認められていない。同項ただ
し書参照）。もっとも，現行の民事訴訟規則（以下「規則」という。）には，こ
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れと対応する規定はない。なお，改正法で予定する事件管理システムとは別のも
のであるが，２０２１年度中に，規則を制定し，事件管理システムの構築を完成
させることによりフェーズ３の一部先行実施として，現在ファクシミリで行われ
ている訴訟資料の電子提出を一部の庁で試験的に可能とすることが予定されてい
る。
2)

新制度
中間試案では，インターネットを用いてする訴えの提起及び準備書面の提出
が認められる裁判所の範囲を法律上限定しないことを前提に，現行法のように申
立てその他の申述という方法的側面に着目することに加えて，訴訟記録の電子化
という側面から裁判所に提出する訴訟資料を書面から電子データに移行すること
に伴いインターネットを用いてする訴えの提起及び準備書面の提出が認められる
という発想が看取される。訴訟資料が電子データそのものとなるという方向性か
らは，紙媒体を経由しないことに伴う入力方式や内容の統一及びデータ容量の少
量化への方向性に一定の弾みがつく可能性もあり，システム自体が規律に影響を
与える側面も無視できない。
そこで，ＰＤＦファイルによる申立ては排除されないものの，今後開発され
る事件管理システムの仕様次第ではあるが，裁判所の用意したフォームに必要事
項を入力することにより，裁判所の使用するサーバー（クラウドサーバーを含
む。）に電子データ形式の訴状が記録されるという方式による提出も可能となり
得るし，将来的には，これが他の書面にも波及することも考えられる。
訴え提起時がいつになるかは，訴訟代理人にとって極めて関心が高い点であ
るが，今のところは事件管理システムに「記録」された時となる見込みである。
第２の１で説明されたように，いわゆる申立ての義務化につき，乙案ないし
甲案が採用され，実施時期が到来するか，または段階的実現が採用されても乙案
ないし甲案の完全実施段階に至った場合には，訴訟代理人たる弁護士はインター
ネットを用いてする訴えの提起しかできなくなることになる。

(2) 新制度の利用について
1)

申立ての義務化につき，丙案が採用されるか，又は段階的実現が採用され義務
化の段階に至る以前においては，インターネットを用いて訴えを提起するか否か
につき選択の余地があるが，選択に当たっては，依頼者に対して，双方のメリッ
トとデメリットを十分に説明することが求められる。第２の１で記されたよう
に，インターネットを用いるに際しては特有のセキュリティの問題が生じる。セ
キュリティの問題は，必ずしも訴え提起の場合にのみ生ずるわけではないが，イ
ンターネットを用いて訴えを提起するか否かにつき選択の余地がある場合，考慮
しなければならない一つの重要な要素となるであろう。また，インターネットを
用いることとなっても，書証の原本確認等，必ずしも紙ベースで対応する事柄が
皆無となるわけではないことにつき誤解が生じないように注意喚起する必要もあ
ろう。
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さらに，前記のとおりインターネットを利用する場合一般に問題となるが，
訴え提起の場合は特に通信障害やシステム障害と時効や出訴期間徒過の問題に注
意が必要である。このような場合として考えられ得る事由としては，①事件管理
システム自体の障害及び事件管理システムと各裁判所とを接続するインターネッ
ト網の故障，②インターネット網の故障（①の後段を除く。），③インターネッ
ト網以外の配線の故障で申立人がその管理等をしていないもの，④申立人が管理
する配線の故障，申立人の使用機器の故障等があり得る。中間試案は，裁判所の
システムの故障による場合は，その事由が消滅したときから１週間経過後まで時
効完成を遅らせる考え方に触れているが，これは前記④の場合を含まないことは
明らかであり，最も狭く考えると前記①しか含まず，むしろこのように解するの
が一般的であろう。しかし，天災等の場合（この場合は民法１６１条により規律
される。）と異なり，しばしば利用者側からは，前記①～④のどの事由でシステ
ムに記録されなかったのか不明確であるにもかかわらず，事由の如何で差が生じ
得ることになる。民法１６１条が規律する天災等以外のシステム障害一般につい
ての処理については，中間試案（第１の１の注４）における，①訴状が書面等に
よって提出されたときに一旦受付をすることとする考え方を採った場合や裁判所
のシステムの故障の間に訴状が書面等によって提出されたときに一旦受付をする
こととする考え方を採った場合において，書面等で提出された訴状についてイン
ターネットを用いてする申立て等による補正がされたときは，書面等で提出され
た訴状の提出を基準として時効の完成猶予効を認めるものとする旨の提案や，②
①の考え方を採った上で，さらに，期間の満了の時に当たり，裁判所のシステム
の故障により裁判上の請求（民法１４７条１項１号），支払督促（同項２号）及
び法２７５条１項の和解（同項３号）に係る手続を行うことができないとき（天
災等を除く。）は，その事由が消滅した時から１週間を経過するまでの間は，時
効は，完成しない旨の規定を設けるものとする旨の提案があることも参照された
い。
2)

中間試案（第２の注１）においては，本人確認に関する規律の在り方について
検討されている。中間試案時点では，事件管理システムの利用開始時のＩＤとパ
スワードの発行で本人が特定されるため，それらの発行段階で本人確認を行うこ
とが想定されているようであるが，法改正後は，被告の成りすましによる判決の
詐取等のための被告の答弁書提出時や個々のウェブ審理時等において本人確認が
問題となる場合が多くなると思われる。インターネットという開かれたネットワ
ークにおいて情報の発信・受信がなされるのであるから，情報の改ざん防止に加
えて情報の名義人の成りすまし防止の措置の必要性があることは確かである。
現行法１３２条の１０第４項が想定していた電子署名に係る電子証明書等に
ついては，現在の電子署名の普及の程度等に鑑みると現実的でなく，事件管理シ
ステムの利用の登録に当たっての本人確認としての利用者の氏名等の確認（身元
確認）のほか，さらに，各回のログインや電子データのアップロードの際に求め
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られる実行主体と当該実行主体が主張する身元識別情報との同一性の検証（当人
認証）については，電子署名以外の合理的な手法が規定される可能性もある。
また，逆に最高裁判所規則によっては具体的な本人確認の規律は規定されず
抽象的な規定にとどまり，本人確認の具体的方法については実務に委ねる，すな
わち個々の弁護士において本人確認の方法を検討する必要性が生じる可能性があ
る。代理人が就いている場合でも，依頼者が自ら事件管理システムに登録しその
利用を行う場合には，代理人と同様の本人確認が求められることが想定されてい
るが，依頼者自身は事件管理システムに登録しない場合も珍しくないことと思わ
れる。この場合は，いわゆる弁護士を通じての間接的確認となりそうであり，そ
の場合弁護士に確認の責任が生じる可能性もあることから，弁護士会や弁護士と
しても，裁判手続の特質を踏まえつつ，現行の日弁連における一定の場合の本人
確認についての規律（依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程
（２０１２年１２月７日会規第９５号）及び依頼者の本人特定事項の確認及び記
録保存等に関する規則（２０１２年１２月２０日規則第１５４号），行政手続に
おける身元確認に関する他の法律上の規定，電子署名法の要件等を参考にしつつ
研究し，マイナンバーカードの利用の可能性も視野に入れて，本人確認の在り方
を検討しておく必要がある。
3)

中間試案（第２の注２）においては，濫用的訴え提起の防止措置につき検討さ
れている。ここでの「濫用的訴え」は，現行の訴訟費用に関する実務上の取扱い
を踏まえ，同一の当事者が勝訴の見込みがないにもかかわらず，訴訟救助の申立
ても併せてすることにより手数料の負担をすることなく訴えを多数提起する場合
や，訴え自体は一つであるものの，その中で多数の申立てを訴訟救助の申立てと
ともにすることによって，裁判所の事務量をいたずらに増やしている場合がある
とされる実情が念頭に置かれている。
防止措置の規定の創設の可否や規律態様については現段階では不透明である
が，仮にそのような規制が現実化した際には，訴訟代理人たる弁護士としては，
前記のような濫用的訴え提起に加担しないようにすることはもちろんであるが，
逆に，濫用的訴え提起となることを必要以上に警戒しすぎないことも重要であろ
うし，他方，例えば本人訴訟を前提とした法律相談等を受けた際等には，訴訟救
助の申立てや訴え提起手数料の納付に当たり濫用的訴え提起と誤解されるような
方法をとらないように助言する場面も生じ得ると思われる。

３ 送達
(1)) システム送達
電子情報処理組織を利用した送達方法（以下「システム送達」という。）につ
いて，次のような規律を設けるものとする。
(1) 当事者，法定代理人又は訴訟代理人（以下本項，第４の２及び第１２の４に
おいて「当事者等」という。）は，最高裁判所規則で定めるところにより，次
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に掲げる事項（以下「通知アドレス」という。）の届出をすることができる。
ア

電子メールアドレス（電子メール（特定の者に対し通信文その他の情報を
その使用する電子計算機の映像面に表示されるようにすることにより伝達す
るための電気通信（有線，無線その他の電磁的方式により，符号，音又は影
像を送り，伝え，又は受けることをいう。イにおいて同じ。）であって，最
高裁判所規則で定める通信方式を用いるものをいう。）の利用者を識別する
ための文字，番号，記号その他の符号をいう。）

イ

アに掲げるもののほか，その受信をする者を特定して情報を伝達するため
に用いられる電気通信の利用者を識別するための文字，番号，記号その他の
符号であって，最高裁判所規則で定めるもの

(2)

通知アドレスの届出をした当事者等に対する送達は，法第９９条及び法第

１０１条の規定にかかわらず，裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたフ
ァイルに送達すべき電子書類を記録し，通知アドレスの届出をした当事者等が
電子情報処理組織を用いてその電子書類の閲覧及び複製をすることができる状
態に置き，通知アドレスの届出をした当事者等の通知アドレスにその旨を通知
してする。
(3) (2)による送達は，通知アドレスの届出をした当事者等が電子情報処理組織
を用いて送達すべき電子書類の閲覧又は複製をした時（通知アドレスの届出を
した当事者等が二以上あるときは，最初に送達すべき電子書類の閲覧又は複製
をした者に係る閲覧又は複製の時）にその効力を生ずる。
(4)

通知アドレス の届出をした当事者等が(2)の通知が発出された日から１週

間を経過する日までに送達すべき電子書類の閲覧又は複製をしないときは，そ
の日が経過した時にその電子書類の閲覧をしたものとみなす。
1)

改正法によって何ができるようになるか
現行制度では訴え提起をする場合であれば，紙ベースにて訴状，その他の証
拠書類等を正本とともに被告の人数に応じた副本を用意し，管轄裁判所に対し
て，持参又は郵送にて提出をしていたが，システム送達が可能となる場合におい
ては，原告は，電子データによる提出をすることで，副本自体を用意する必要も
なくなることになる。
そして，現行制度では被告となる当事者等に副本の現物の送達をしている
が，裁判所が相手方を電子書類の閲覧及び複製をすることができる状態に置いた
上で，その旨を通知アドレスに通知することで足りることとなる。
もっとも，通知アドレスの届出は一律に義務付けがされているものではな
く，飽くまで送達先（受領側）においても通知アドレスの届出をしていることが
前提となるため，被告側に対して，通知アドレスをどのように届出してもらうの
か，送達前に訴訟代理人の選任の有無等を確認することになるのかという運用上
の問題点はあるように思われる。なお，システム送達は，訴状等の訴え提起時点
だけではなく，その他の送達場面（判決については後記）でも活用されることに
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はなる。
また，届出をしていない当事者等への送達をどのようにするかは検討過程に
あり，中間試案（第３の１の注２）において，提出当事者，裁判所のいずれがプ
リントアウトするのか，裁判所がプリントアウトするとした場合の手数料の納付
等が議論されている。

2)

新制度の利用について
①

新制度を利用するか否かについて，訴状等を提出する原告側の立場において
は，訴状等の書面はパソコン等で作成をしていることが通常のため，電子デ
ータ化は容易であり，また，証拠等の書面もＰＤＦ化等の電子データ化をす
るなどの手間を要することにはなるが，昨今の複合機にはＰＤＦ化する機能
等も備わっており，写しを作成する手間に比して電子データ化が負担になる
ということも少ないと思われる。とりわけ，多数当事者の事案ではシステム
送達の利点が活かせることにもなる。
受領する被告側等の立場においても，簡易・迅速な送達が実現されること
で早期の対応が可能になるとともに，紙ベースの訴状等よりも電子データの
方が管理もしやすく，依頼者によっては，そのまま電子データとして報告も
可能であるなど，とりわけ大量の証拠等が存在する場合にはメリットを感じ
る弁護士もいると思われる。
反面，一度はプリントアウトし，紙ベースにしないと読みにくい，検討し
にくいとして最初から紙ベースで送達されてくることを望む弁護士も少なく
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ないと思われる。
もっとも，一度はプリントアウトするにしても，ある程度，必要な範囲を
選択するなど，活用方法の余地があると思われる。
また，送達の問題だけではなく，送付の問題も含めて，記録保管方法等，
事務所の記録管理等の在り方（事務所面積や倉庫・保管庫等，データのバッ
クアップ等のシステム）にも影響が生まれることにもなる。
②

新制度において注意すべき点は，送達の効力が生じるのは，通知アドレスに
通知がなされた時点ではなく，飽くまで裁判所の事件管理システムにアクセ
スをして閲覧又は複製をした時点とされることである。
そして，新制度では，通知アドレスは必ずしも一つと制限されているわけ
ではなく，同じ事務所内や他の事務所との複数の弁護士による共同受任の場
合や，本人と弁護士等複数の届出がなされる場合も想定されており，通知ア
ドレスの届出をした当事者等が２以上あるときは，最初に送達すべき電子書
類の閲覧又は複製をした者に係る閲覧又は複製の時に送達の効力が生ずると
されている。
そのため，通知アドレスに通知がなされたのみで送達がなされたとなるも
のではないが，複数の代理人が届出をしている場合等，自己が認識していな
い間に他に届出をした当事者等が閲覧又は複製することで送達の効力が生じ
ることにもなり得る。
また，弁護士ごとにアドレスを有するのが原則と思われるが，今後，どの
ようなアドレスを届け出ることができるかということも議論になるかと思わ
れる。
とりわけ，通知アドレスの届出者は，訴訟代理人のみならず，当事者自身
も対象になるため，当事者本人と代理人の双方が通知アドレスの届出をして
いる場合には，注意を要するかと思われる。
このような場合は，当初，いわゆる本人訴訟であり，その後に訴訟代理人
となったが当事者の通知アドレスを継続させていた場合等もあり得るが，今
後は，当初から訴訟代理人が就いている事案においても当事者（依頼者）が
訴訟の進行状況等に関心を有し，積極的に通知や裁判所の事件管理システム
へのアクセスを希望するということも考えられるものである。
なお，中間試案（第３の１の注４）において，「通知アドレスの届出をし
ている者が複数いる場合に，当事者等がその一部を送達を受けるべき者とす
る旨の届出をすることを認め，そのような届出があったときには，当該届出
のあった者以外の当事者等について，システム送達の名宛人としないものと
する考え方と，このような届出をすることを認めない考え方とがある」と紹
介されている。
このような届出を認めると，場合によっては送達の効力を生じさせない状
態での閲覧のみを可能とすることにもなるため慎重な運用は必要かと思われ
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るが，依頼者や複数の代理人間（とりわけ多数の弁護士が関与する弁護団事
件等）での情報の共有をスピーディーに行えるというシステム送達のメリッ
トを活かすためには，ある程度柔軟に運用される方が望ましいと思われると
ともに，届出に一定の合理的理由を求めることや，次に述べるみなし送達と
の関係で送達の効力が生じさせるなど一定の対応は考えられるかと思われ
る。また，中間試案の補足説明においても，第三者の閲覧等に供される時期
を，相手方に送達された時とすることが考えられるとの意見も紹介されてい
る。
③

もう一つ注意すべき点として，通知アドレスの届出をした当事者等に対する
通知が発出された日から１週間を経過する日までに送達すべき電子書類の閲
覧又は複製をしないときは，その日が経過した時にその電子書類の閲覧をし
たものとみなされる点がある。
中間試案では，受領する側の帰責性や送達対象による区別等がされること
なく送達されたものとみなされるとされており，（第３の１の注３）におい
て，「送達を受けるべき者がその責めに帰すべき事由以外の事由により通知
を受領することができず，又は送達すべき電子書類の閲覧又は複製をするこ
とができなかったときの取扱いについては，引き続き検討するもの」とされ
ている。

3)

弁護士実務上の工夫
前記のとおり，複数の通知アドレスの届出をすることによる注意点はあるも
のの，そのような運用をすることで，多数関係者間でのより簡易・迅速な情報の
共有化が可能となる。
また，前記のとおり，依頼者との関わり（訴訟への関与，報告方法等）につ
いても影響してくる場合も考えられる。
提出側当事者等にとっても，これまでは送達の有無・時期については裁判所
に確認するしかなく，特別送達においては，裁判所自身も郵便局からの送達記録
が戻ってくることを待たざるを得なかったが，新制度による事件管理システムの
内容によっては，提出側当事者等にて送達の有無等を確認できるようになれば，
事件の進捗状況の見える化，及び，短縮化につながるとも思われる。

(2)) 公示送達
法第１１１条を次のように改めるものとする。
(1)

公示送達は，電磁的方法により不特定多数の者が公示すべき内容である情

報の提供を受けることができる状態に置く措置であって最高裁判所規則で定め
るものをとる方法によりする。
(2) (1)における公示すべき内容は，裁判所書記官が送達すべき電子書類を裁判
所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し，いつでも電子情報
処理組織を用いて送達を受けるべき者に閲覧又は複製をさせ，又は送達を受け
るべき者にその内容を出力した書面を交付すべきこととする。
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新制度は，現行法における裁判所の掲示場に掲示する方法に代えて，電磁的方法
により不特定多数の者に対して公示する措置を執る方法となる。
この公示送達は，前記のシステム送達の問題と異なり，受領側の所在が不明であ
ることが前提のため，受領側が通知アドレスの届出をしていない場合に機能するこ
とになる。
もっとも，具体的方法は，最高裁判所規則で定めるとされており，今後の技術の
発展等を考慮しながら決められることになる。
また，現行法における裁判所の掲示場に掲示する方法の是非はともかく，プライ
バシーとの関係において，インターネット上での公開ともなり得ることから，どの
ような方法で，どのような範囲で掲示をするかという問題点は残されている。

４

送付
１ 当事者の相手方に対する直接の送付
当事者の相手方に対する直接の送付は，次に掲げる方法によることができる
ものとする。ただし，通知アドレスの届出をした相手方に対する直接の送付は，
次に掲げる方法のうち(1)によるものとする。
(1) 裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに送付すべき電子
書類を記録し，通知アドレスの届出をした相手方が電子情報処理組織を用い
てその電子書類の閲覧又は複製をすることができる状態に置き，当該相手方
の通知アドレスにその旨を自動的に通知してする方法（通知アドレスの届出
をした相手方に対するものに限る。）
(2) 送付すべき書類の写し又は送付すべき電子書類に記録された情報の内容
を出力した書面の交付
２ 裁判所の当事者等に対する送付
裁判所の当事者等に対する送付は，次に掲げる方法によることができるもの
とする。ただし，通知アドレスの届出をした当事者等に対する送付は，次に掲
げる方法のうち(1)によるものとする。
(1) システム送達（通知アドレスの届出をした当事者等に対するものに限
る。）
(2) 送付すべき書類の写し又は送付すべき電子書類に記録された情報の内容
を出力した書面の交付
３ 相手方が在廷していない口頭弁論において主張することができる事実
相手方が在廷していない口頭弁論において，準備書面（相手方がその準備書
面の閲覧又は複製をしたもの）に記載した事実を主張することができるものと
する。

(1) 相手方が通知アドレスの届出をした場合
1)

当事者の相手方に対する直接の送付（直送）について
①

直送の方法について
現行法下においては，準備書面については，当事者が相手方に直送しなけ
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ればならないが（規則８３条。ただし，規則４７条４項参照。），証拠とな
るべきものの写しについては，直送が任意とされている（規則１３７条２
項）。もっとも，当事者は，実務上，郵送又はファクシミリによって相手方
に準備書面及び証拠となるべきものの写しを直送することが多いと思われ
る。
この方法は，当事者が，裁判所の事件管理システムに送付すべき電子デー
タをアップロードすると，通知アドレスの届出をした相手方に対し，自動的
にその旨の通知が届くという仕組みである。相手方は，インターネットを用
いて，その電子データの閲覧又は複製（ダウンロード）をすることができ
る。
この仕組みにより，書面の郵送による時間のロスがなくなるため，提出当
事者及び相手方の双方において，余裕をもって書面の検討に充てる時間を確
保することができる。また，時間のロスがないという点ではファクシミリも
同様であるが，ファクシミリの場合，文字の大きさやカラーの有無等により
不鮮明になるおそれがある。これに対し，電子データでは鮮明に出力可能で
あるため，提出当事者においてクリーンコピーを準備する負担がなくなり，
相手方においてクリーンコピーを受領しなくても書面を検討できるというメ
リットがある。
また，事件管理システムへのアクセス状況が分かるため，相手方は，受領
書を提出する負担がなくなる。
②

相手方が在廷していない口頭弁論において主張することができる事実
現行法下では，相手方が在廷していない口頭弁論において，準備書面に記
載した事実を主張するためには，準備書面が相手方に送達されているか，又
は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されていなけ
ればならない（法１６１条３項）。相手方が受領書を提出せず，期日にも出
頭しないことが想定される場合には，送達の申出を検討する必要がある。
中間試案では，前記の規律を維持しつつ，事件管理システムを用いて直送
された準備書面の閲覧又は複製（ダウンロード）が行われた場合にも，提出
当事者は，当該準備書面に記載した事実を主張することができることとされ
ている。そのため，提出当事者としては，準備書面に記載した事実を主張す
ることが容易になるというメリットがある。
他方で，相手方が電子書類の閲覧及び複製（ダウンロード）をしない場合
も想定される。このような場合には，裁判所から送付すれば，システム送達
の規律によることになるため，通知の発出から一定期間内の閲覧又は複製
（ダウンロード）がない場合には閲覧があったものとみなされ，あらかじめ
当該準備書面が相手方に送達されていることとなるため，法１６１条３項の
規定による効果が生ずる。もっとも，自動的な通知の発出から一定期間内に
閲覧又は複製（ダウンロード）がされない場合には，閲覧したものとみなす
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という規律にした方が，利便性が高いと思われる。
2)

裁判所の当事者等に対する送付について
裁判所が当事者等に対して行う送付についても，システム送達と同様の規律
とすることが提案されている。

(2) 相手方が通知アドレスの届出をしていない場合
通知アドレスの届出をしていない相手方への送付の方法としては，①提出当事者
が出力した書面を用いるものとする考え方，②裁判所が無償で出力した書面を用い
るものとする考え方，③提出当事者において，自ら出力した書面を用いるか，裁判
所に一定の手数料を納付し，裁判所書記官が出力した書面を用いるかを選択できる
とする考え方がある。
中間試案に対する日弁連の意見書では，②の方法によるべきであるとされてい
る。

５ 口頭弁論
(1) ウェブ会議等を用いて行う口頭弁論の期日における手続
裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判所規則で定
めるところにより，裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状
態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって，口頭弁論の期日
における手続を行うことができるものとする。その期日に出頭しないでその手続
に関与した当事者は，その期日に出頭したものとみなすものとする。
1)

現行法の規定と試案
現行法は，弁論準備手続の期日における手続について，電話会議等によって
行うことができるものと規定するとともに，証人及び当事者の尋問については，
裁判所庁舎においてテレビ会議システムを利用して行うことができるものと規定
している。現在，法改正を要することなく現行法の下でＩＴ化の実現を図るとい
う裁判手続のＩＴ化のフェーズ１の段階にあるが，弁論準備手続等において，既
にウェブ会議を用いた手続が実施されているところである。
中間試案では，必ずしも法廷への現実の出頭を要せず，裁判所が相当と認め
るときは，ウェブ会議等によって口頭弁論期日を行うことができるとの規律を設
けることが提案されている。
なお，ウェブ会議等を用いる場合，カメラ等を通じての映像が，モニター越
しに映し出されて手続がなされるため，裁判所による本人確認等も面前で直接確
認できる従前の手続とはおのずから異なる。そこで，中間試案（第５の１の注）
においては，「ウェブ会議等を用いて参加する者の本人確認及び所在すべき場所
並びにその者に対する不当な影響の排除に関する規律の在り方について，引き続
き検討するもの」とされている。

2)

依頼者の期日への参加の容易化の可能性と参加手段の選択について
これまで，訴訟においては代理人弁護士のみ出頭し，依頼者も出頭すること
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は多くないのが実態であった。平日に裁判所に出頭することについて，時間の都
合を付けることが困難であることも一因であったとも考えられる。これがウェブ
会議等を用いて口頭弁論期日が行えるようになると，ウェブ会議等を用いる場合
であればより時間の都合が付けやすいとして，現在以上に依頼者が裁判に出頭で
きる機会が増えることも考えられる。
そのため，弁護士としては，ウェブ会議等を用いて口頭弁論期日が行えるこ
とについても説明の上，本人の意向を確認し，ウェブ会議等を用いて参加する意
向があれば，それを踏まえて期日の調整を行うことが必要になるであろう。
さらに，ウェブ会議等を用いて口頭弁論期日が行われる場合，弁護士と依頼
者とが，弁護士事務所において共に参加するか，それともそれぞれが別々に参加
するかも検討が必要となってくる。弁護士事務所において共に参加する場合，弁
護士としては，隣に依頼者がいるために，より依頼者との意思疎通が図りやす
く，依頼者への説明説得を通じ，依頼者の言動について一定のコントロールがで
きる等の利点がある一方，依頼者にとっては，時間的場所的な拘束が生じること
となる。他方で，それぞれが別々に参加する場合，より依頼者の参加が実現しや
すくなるであろうが，期日開催中に弁護士と依頼者との間での意思疎通を図るこ
とが困難な場合が生じ得るといえ，事前に入念な意思疎通を図っておく必要が生
じるであろう。
3)

参加手段の選択
①

ウェブ会議等を用いた口頭弁論と対面による口頭弁論
口頭弁論の実施において，ウェブ会議等を用いた場合には，移動時間も含
めた時間的拘束は短く，場所的拘束も弱く，期日の終了直後から他の業務に
当たることも時に可能となること，そのような性質ゆえに期日の確保がより
容易になり，期日を早期に入れることが可能になり得ることが考えられる。
他方で，対面により実施される場合には，裁判官，相手方代理人等の表情，
仕草を生で観察することができ，現段階での心証や方針等について察するこ
とができるほか，何らかのヒントを得ることができる可能性もあり，場合に
よっては，直接相手方代理人等に接触をして，感触をつかむことができる可
能性もあること，公開の法廷での活動となることから，社会に向けた一種の
アピール力が生じ得ることが考えられる。
そのため，裁判官の心証や相手方の訴訟に対する態度を直接，間接に接触
して探る，社会的関心が強い事案や訴訟を行っているとの事実から社会に対
して一種のアピールを行うとの考えがある場合には，対面による口頭弁論を
選択することとなろう。他方で，特段そのような目的もない事案の場合に
は，早期の期日の開催等の点からウェブ会議等を用いた口頭弁論を選択する
ことになると考えられる。

②

ウェブ会議等を用いた口頭弁論とウェブ会議等を用いた弁論準備手続
弁論準備手続は主張と証拠の整理を行うものであるが，そもそもそれらは
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口頭弁論期日でも行えるものである。そのため，行える手続の観点からは，
ウェブ会議等を用いた口頭弁論期日はウェブ会議等を用いた弁論準備手続の
上位互換的存在になると考えられる。
もっとも，それでも残る両者の性質の差は，公開か非公開か，文書の取調
べ以外の証拠調べを行えるかという点である。そのため，両者の選択は，そ
れらの観点からの検討によると考えられる。

(2) 無断での写真の撮影等の禁止
裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識し
ながら通話をすることができる方法により手続を行う期日又は裁判所及び当事者
双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により手続を行う
期日において，裁判長がその期日における手続を行うために在席する場所以外の
場所にいる者が，裁判長の許可を得ないで，その送受信された映像又は音声につ
いて，写真の撮影，録音，録画，放送その他これらと同様に事物の影像又は音を
複製し，又は複製を伴うことなく伝達する行為をしたときの制裁を設けるものと
する。
1)

現行法の規律と試案
現行法では，法廷における秩序維持の見地から，規則７７条が「法廷における

写真の撮影，速記，録音，録画又は放送は，裁判長の許可を得なければすること
ができない」旨を規定している。裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠
調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続については，同７８条が同７７
条の規定を準用している。
中間試案は，電話会議等を用いて手続を行う期日において，裁判長の許可を得
ないで，通話先の場所にいる者が電話会議等の映像又は音声について，写真の撮
影，録音，録画，放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し，又は複
製を伴うことなく伝達する行為をすることを法律上禁止し，これに違反したとき
の制裁に関する規律を設けることを提案している。
規律が適用される期日には，口頭弁論期日，弁論準備手続の期日や証拠調べの
期日等が含まれる。他方で，書面による準備手続における協議は，期日には該当
しないため，適用されないこととなる。ただ，期日に該当しないものについても
同様の規律を設ける必要があるかについては，引き続き検討がなされている。
2)

規律の対象となる具体的行為
規律の対象となる具体的行為として，ウェブ会議中のディスプレイのスクリー

ンショットを撮影する行為やウェブ会議の様子を，インターネットを通じて配信
する行為，録画して後日配信する行為等が考えられる。また，ウェブ会議中の音
声を，ソフトウェアを用いて逐語的に文字に変換する行為も，その過程における
具体的な行為が所定の要件に該当するものである限りにおいて，規律の対象とな
り得ると考えられる。
これらは，法廷の威信と静粛で秩序正しい手続を確保し，裁判によって民主主
義の基礎である法の支配を確保する観点やプライバシー保護の観点から，これら
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の無許可での録音・録画等の行為に対する制裁を導入する必要があるとの考えに
よるものである。
弁護士自身が規律の対象行為を行わないことは当然であるが，依頼者がウェブ
会議等で参加をする場合，依頼者に対しても弁護士から注意喚起をする必要があ
るであろう。

(3) 口頭弁論の公開に関する規律の維持
口頭弁論の公開は，現実の法廷において行うものとし，裁判所がインターネッ
ト中継等によって行うことを許容したり禁止したりする規律は設けないものとす
る。
口頭弁論の公開は，現在の実務上，現実の法廷において行われており，一般的に
は，この方法によって憲法８２条１項の定める公開の要請も満たされているとされ
ている。現行法下においても，テレビ中継やインターネット中継により行うことは
禁止されていないものと考えられるが，他方，インターネット中継等により公開す
る場合には，プライバシー等が不特定多数の者に広く知れ渡るとの懸念等もあると
ころである。
中間試案は，口頭弁論の公開は，引き続き，裁判長が手続を行うために在席する
現実の法廷において行うこととし，裁判所がこれをインターネット中継等によって
行うことを許容する規律も禁止する規律も設けないこととするものであり，現在の
規律を維持するものである。

(4) 準備書面等の提出の促し
裁判長は，法第１６２条の規定により定めた期間を経過しても，同条の規定に
より定めた特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に
関する証拠の申出がされないときは，裁判所書記官に，その準備書面の提出又は
証拠の申出の促しをさせることができるものとする。
1)

現行法の規律と裁判所書記官の準備書面の提出等の促しを行う新たな権限の明
文化
法１６２条は，期日間の準備を促進するため，裁判長が訴訟指揮として，答
弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面又は特定の事項に関す
る証拠の提出期間を定めることができることを規定している。
もっとも，同条の規定に基づき裁判長が特定の事項に関する主張を記載した
準備書面の提出をすべき期間を定めても，これに従った準備書面の提出がされな
いこともあり，相手方当事者や裁判所が提出される準備書面を事前に閲読して準
備することができずに期日が空転する場合もあるとの指摘もある。
そこで中間試案は，定められた提出期間を経過しても準備書面等が提出され
ない場合に，裁判長が裁判所書記官に，その提出等の促しをさせることができる
との明文の規律を設けることを提案するものである。

2)

準備書面の提出を促進するための方策
中間試案の規律に加えて，（第５の４の注）には，準備書面の提出を促進す
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るための方策について記載されている。遅延理由の説明義務を課する考え方，特
定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出命令を新設する考え方，当該提
出命令に正当な理由なく違反した場合に，その後にされた当該特定の事項に関す
る主張の却下決定をすることができる制度の新設が指摘されている。
遅延理由の説明義務が課された場合や，正当な理由なく違反した場合に主張
が却下されることになった場合，弁護士の守秘義務等との関係から実務に与える
影響は大きいと考えられる。

６ 争点整理手続等
(1) 弁論準備手続
法第１７０条第３項を次のように改めるものとする。
裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判所規則で定
めるところにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をす
ることができる方法によって，弁論準備手続の期日における手続を行うことがで
きる（同項ただし書は削除する。）。
中間試案による弁論準備手続の第一の改正点は，「当事者が遠隔の地に居住して
いるときその他相当と認めるとき」という現行法の要件を単に「相当と認めると
き」に改めること（遠隔地等の要件の見直し）である。補足説明においては，本改
正は，裁判所に出頭困難な理由がある場合に限らず，裁判所が相当と認める場合に
は，幅広く電話会議等による弁論準備手続を認める趣旨であるとされている。
第二の改正点は，当事者の少なくとも一方が裁判所に出頭しなければならないと
いう現行法の要件の廃止（一方当事者出頭要件の廃止）である。これにより，現在
は書面による準備手続における協議（法１７６条３項）として行われている双方ウ
ェブ参加による争点整理手続を弁論準備手続期日として行うことができるようにな
る。したがって，双方ウェブ参加の場合でも主張書面の陳述，書証の取調べ，和解
等をすることが可能となる。さらに，（第７の１の注）においては，調査嘱託の結
果，尋問に代わる書面，鑑定人の意見を記載した書面及び鑑定嘱託の結果の顕出を
可能にするという考え方があることが紹介されている。
これらの改正により，電話会議等（実務的にはおそらくウェブ会議が中心になる
であろう。）による弁論準備手続が行われる機会は著しく増えることが予想され，
利便性は高まるものと思われる。もっとも，採用されるウェブ会議のシステムにも
よるが，参加する当事者及び訴訟代理人の人数，予想される争点整理手続の内容等
によっては，カメラに映る範囲，ある者が発声してから他の参加者に音が届くまで
のタイムラグ，発言が重なった場合に一部の発言が聞こえなくなるときがあること
等により，ウェブ会議では十分なやり取りをしにくい場合も考えられるので，事前
に検討を要する。また，期日に参加する相手方当事者の本人確認に不安がある，期
日中にカメラの死角で他者が関与する懸念があるなどといった事案においては，ウ
ェブ会議が不相当である旨の意見を述べるべき場合もある。
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なお，中間試案では口頭弁論にもウェブ参加をすることが可能とされているが，
当事者がウェブ参加する場合でも口頭弁論は現実の法廷において公開されるため，
非公開で争点整理等を行いたいと考える場合には弁論準備手続室等において非公開
で行われる弁論準備手続を選択すべきこととなる。

(2) 書面による準備手続
⑴

法第１７５条を次のように改めるものとする。
裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，事件を書面による
準備手続（当事者の出頭（第５の１及び法第１７０条第４項の規定により出頭
したものとみなされる場合を含む。）なしに準備書面の提出等により争点及び
証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。）に付することができる。

⑵

法第１７６条第１項を削除した上で，受命裁判官に関する規律として新たに
次のような規律を設けるものとする。
ア

裁判所は，受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。た
だし，判事補のみが受命裁判官となることはできない。

イ

書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には，法第１７６条の規定
（アを除く。）による裁判所及び裁判長の職務は，その裁判官が行う。ただ
し，同条第４項において準用する法第１５０条の規定による異議についての
裁判は，受訴裁判所がする。

⑶

法第１７６条第２項を次のように改めるものとする。
裁判長は，法第１６２条に規定する期間を定めなければならない。

⑷

書面による準備手続における協議（法第１７６条第３項）について，次のい
ずれかの案によるものとする。
【甲案】
同項を削除する。
【乙案】
裁判所は，必要があると認めるときは，最高裁判所規則で定めるところによ
り，裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができ
る方法によって，争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のた
め必要な事項について，当事者双方と協議をすることができる。この場合にお
いては，協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。

⑸

法第１７６条第４項を次のように改めるものとする（法第１４９条第２項を
準用の対象から除外する現行法の規律を改める。）。
法第１４９条〈釈明権〉，法第１５０条〈訴訟指揮等に対する異議〉及び法
第１６５条第２項〈要約書面の提出〉の規定は，書面による準備手続について
準用する。

遠隔地等の要件の見直し，手続の主宰者に関する規定の整備（裁判長から裁判所
に主宰者が代わるとともに，地方裁判所においても受命裁判官による手続が可能と
なる。）といった変更は加わるものの，書面による準備手続は維持することとされ
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ている。
双方ウェブ参加で弁論準備手続期日を開けるようになり，双方ウェブ会議による
協議を行うために書面による準備手続を採用するという現在の運用は不要となるた
め，書面による準備手続は，在監者等電話会議等による期日への参加が困難な当事
者の事案等で利用されることが想定される。

(3) 準備的口頭弁論
準備的口頭弁論については，現行法の規律を維持するものとする。
準備的口頭弁論は，現在と同様に，社会的関心の高い事件等，公開の法廷で争点
整理を行うべき事案において選択されることが想定される。

(4) 争点整理手続の在り方
争点整理手続として，準備的口頭弁論，弁論準備手続及び書面による準備手続
の三種類の手続を置く現行法の枠組みを見直し，これを一つの争点整理手続に統
合することについて，次のいずれかの案によるものとする。
【甲案】
現行法における三種類の争点整理手続を一種類の争点整理手続（新たな争点整
理手続）に統合することとし，次のような規律を設けるものとする。
⑴

新たな争点整理手続の開始
裁判所は，争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは，当事
者の意見を聴いて，事件を新たな争点整理手続に付することができる。

⑵

新たな争点整理手続の期日
ア

新たな争点整理手続は，当事者双方が立ち会うことができる期日において
行う。ただし，裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，期
日を指定せずにこれを行うことができる。

イ

裁判所は，新たな争点整理手続を公開し，又はア本文の期日において，相
当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし，当事者が申し出た者につ
いては，手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き，そ
の傍聴を許さなければならない。

【ウ

裁判所は，必要があると認めるときは，当事者の意見を聴いて，争点及び
証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について，
新たな争点整理手続の期日外において，当事者双方と協議をすることができ
る。この場合においては，協議の結果を裁判所書記官に記録させることがで
きる。】

⑶

音声の送受信による通話の方法による新たな争点整理手続
ア

裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判所規則
で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に
通話をすることができる方法によって，新たな争点整理手続の期日における
手続【又は⑵ウの協議】を行うことができる。

イ

アの期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は，その期日に出頭し
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たものとみなす。
⑷

新たな争点整理手続における訴訟行為等
ア

裁判所は，当事者に準備書面を提出させることができる。

イ

裁判所は，新たな争点整理手続の期日において，証拠の申出に関する裁判
その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書（法第２
３１条に規定する物件を含む。）の証拠調べをすることができる。

ウ

法第１４８条から法第１５１条まで〈裁判長の訴訟指揮権・釈明権，これ
らに対する異議，釈明処分〉，法第１５２条第１項〈口頭弁論の分離・併合〉，
法第１５３条から法第１５９条まで〈口頭弁論の再開，通訳，弁論能力を欠
く者に対する措置，攻撃防御方法の提出時期・提出期間とその却下，陳述の
擬制，自白の擬制〉及び法第１６２条〈準備書面の提出期間〉の規定は，新
たな争点整理手続について準用する。

⑸

受命裁判官による新たな争点整理手続
ア

裁判所は，受命裁判官に新たな争点整理手続を行わせることができる。

イ

新たな争点整理手続を受命裁判官が行う場合には，⑵から⑷までの裁判所
及び裁判長の職務（⑷イの裁判を除く。）は，その裁判官が行う。ただし，
⑷ウにおいて準用する法第１５０条の規定による異議についての裁判及び法
第１５７条の２の規定による却下についての裁判は，受訴裁判所がする。

ウ

新たな争点整理手続を行う受命裁判官は，法第１８６条の規定による調査
の嘱託，鑑定の嘱託，文書（法第２３１条に規定する物件を含む。）を提出
してする書証の申出及び文書（法第２２９条第２項及び法第２３１条に規定
する物件を含む。）の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

⑹

証明すべき事実の確認
ア

裁判所は，新たな争点整理手続を終結するに当たり，その後の証拠調べに
より証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。ただし，新たな
争点整理手続の全てを期日を指定せずに行った場合には，裁判所は，新たな
争点整理手続の終結後の口頭弁論の期日において，その後の証拠調べによっ
て証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

イ

裁判長は，相当と認めるときは，新たな争点整理手続を終結するに当たり，
当事者に新たな争点整理手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した
書面を提出させることができる。

⑺

当事者の不出頭等による終結
当事者が期日に出頭せず，又は法第１６２条の規定により定められた期間内
に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは，裁判所は，新たな争点
整理手続を終結することができる。

⑻

新たな争点整理手続に付する裁判の取消し
裁判所は，相当と認めるときは，申立てにより又は職権で，新たな争点整理
手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし，当事者双方の申立てがあ
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るときは，これを取り消さなければならない。
⑼

新たな争点整理手続の結果の陳述
当事者は，口頭弁論において，新たな争点整理手続の結果を陳述しなければ
ならない。ただし，新たな争点整理手続の全てを期日を指定せずに行った場合
は，この限りでない。

⑽

新たな争点整理手続終結後の攻撃防御方法の提出
ア

新たな争点整理手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は，
相手方の求めがあるときは，相手方に対し，新たな争点整理手続の終結前に
これを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

イ

アの規定は，新たな争点整理手続の全てを期日を指定せずに行った場合に
は適用しない。この場合において，新たな争点整理手続の終結後の口頭弁論
の期日において，⑹イの書面に記載した事項の陳述がされ，又は⑹アの規定
による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は，相手方の
求めがあるときは，相手方に対し，その陳述又は確認前にこれを提出するこ
とができなかった理由を説明しなければならない。

【乙案】
三種類の争点整理手続を置く現行法の規律を維持した上で，１及び２に掲げる
ほかは，その規律について変更を加えないものとする。
本項は，現行の３類型の争点整理手続を一本化した新たな争点整理手続を設ける
（甲案）か，現行の３類型を維持すべき（乙案）かという２つの問題が示されてい
る。
甲案は，弁論準備手続の規律を基本とした上で，公開の手続で行うことを可能と
する点において準備的口頭弁論，期日の開催を裁量的にすること（期日を開かなく
てもよいことにすること）において書面による準備手続の特色を盛り込んだもので
ある。甲案が採用された場合，弁護士としては，期日の有無，公開の可否等につい
て，当該事件に適切な方法を検討し，意見を述べる必要がある。また，期日外にお
ける協議を可能とする改正法が成立した場合，電話会議等により期日を開くことが
可能であるにもかかわらず，期日外における協議という形で手続を行うことの必要
性・妥当性についても検討を要することとなる。
他方，乙案は，現行法の３類型を維持するものである。乙案が採用された場合，
弁護士としては，現在と同様に，当該事件に適切な争点整理手続がいずれであるか
を検討し，意見を述べる必要がある。

(5) 進行協議
進行協議の期日における手続について，次のような規律を設けるものとする。
⑴

裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，裁判所及び当事者
双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって，進行
協議の期日における手続を行うことができる（当事者が遠隔地に居住している
場合等に限らず，裁判所が相当と認める場合に幅広く電話会議等によることを
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可能とするとともに，当事者の一方のみならず，双方ともに電話会議等により
期日に関与することを認める。）。
⑵

電話会議等により進行協議の期日における手続に関与した者について，その
期日において訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾をすることができる。

進行協議については，弁論準備手続と同様に，遠隔地等の要件の見直し及び一方
当事者出頭要件の廃止が定められている。また，電話会議等により参加する当事者
も訴えの取下げ，請求の放棄・認諾を行うことができるようになる。

(6) 審尋
法第８７条に次のような規律を設けるものとする。
裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判所規則で定
めるところにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をす
ることができる方法によって，審尋の期日における手続を行うことができる。
審尋の期日における手続を電話会議等で行うことができるようになる。

(7) 専門委員制度
法第９２条の３を次のように改めるものとする。
裁判所は，法第９２条の２各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合
において，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，同条各項の期日におい
て，最高裁判所規則で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が専門委員と
の間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって，専門委
員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。
電話会議等による専門委員の説明及び発問（法９２条の３）についても，遠隔地
等の要件の見直しがなされている。補足説明において，その狙いは，専門委員が手
続に関与する際の利便性を高めることにより，専門委員を確保しやすくすることに
あるとされている。もっとも，予想される説明や発問の内容によっては，電話会議
はもとより，ウェブ会議であっても十分なやり取りをしにくいこともあり得るの
で，弁護士としては，この点を事前に検討の上，電話会議等による実施が不相当で
ある意見を述べるべき場合もあり得る（可能であれば，専門委員の指定の段階で，
出頭して説明又は発問を行うことを前提とすべきという意見を述べた方が効果的で
あろう。）。

７

書証
１ 電磁的記録についての書証に準ずる証拠調べの手続
電磁的記録であって情報を表すために作成されたものの証拠調べについて，
書証に準ずる規律を設けるものとする。
２ 電磁的記録の書証に準ずる証拠調べの申出としての提出
電磁的記録であって情報を表すために作成されたものの書証に準ずる証拠
調べの申出としての提出は，当該電磁的記録又はこれを電磁的方法により複製
したもの（当該電磁的記録に記録された情報について改変が行われていないも
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のに限る。）でしなければならないものとする。
３

インターネットを用いてする電磁的記録の提出命令に基づく提出及び送付
嘱託に基づく送付

(1) 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（当該電磁的記録に係
るファイル形式が第１の２⑴に規定するものに該当する場合に限る。）の提出
命令に基づく提出及び送付嘱託に基づく送付については，電子情報処理組織
を用いてすることができるものとする。
(2) 電磁的記録であって情報を表すために作成されたものの提出命令に基づく
提出及び送付嘱託に基づく送付を電子情報処理組織を用いてする場合は，最
高裁判所規則で定めるところにより，裁判所の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに当該電磁的記録を電磁的方法により複製したもの（当該電
磁的記録に記録された情報について改変が行われていないものに限る。）を記
録する方法によりするものとする。
４ インターネットを用いてする証拠となるべきものの事前の準備としての写
しの提出
(1) 証拠となるべきものの事前の準備としての写しの提出については，電子情
報処理組織を用いてすることができるものとする。
(2) 電子情報処理組織を用いてする証拠となるべきものの事前の準備としての
写しの提出は，最高裁判所規則で定めるところにより，裁判所の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに当該証拠となるべきものの写しを記録する
方法によりするものとする。

(1) 電磁的記録の書証に準ずる証拠調べの申出としての提出
文書を提出して書証の申出を行う場合，当該書証の証拠力の判断における重要性
に鑑み，現行法下では文書の原本を提出しなければならないとされている（規則１
４３条１項）。
これに対し，中間試案では，電磁的記録であって情報を表すために作成されたも
のの書証に準ずる証拠調べの申出としての提出について，作成者が一定の内容を表
示するため確定的なものとして最初に作成した電磁的記録の提出に限らず，当該電
磁的記録に記録された情報について改変が行われていないものであることを要件と
して，当該電磁的記録を電磁的方法により複製したものも原本に準じるものとして
取り扱われることとなった。この規律によれば，本来的な原本である電磁的記録の
提出でなく，複製された電磁的記録の提出でも証拠力の評価に差異が生じないこと
となる。そのため，限局的な場面ではあるが，依頼者から提供された本来的な原本
に相当する電磁的記録の紛失リスクを減少させることができる点で依頼者対応上の
利益に資する。
ただし，複製された電磁的記録の提出によって証拠調べの申出を行う場合，その
電磁的記録に記録された情報と本来的な原本である電磁的記録に記録された情報と
の論理的な同一性（非改変性）を担保するための方法を準備しておく工夫を必要と
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する。具体的には，電子署名やタイムスタンプを用いることによって電磁的記録同
士のファイルのハッシュ値が同一であることを照合する方法，メタデータによって
同一性を確認する方法等が考えられる。これらの方法を比較すると，メタデータで
は電磁的記録の内容そのものが改変された場合でもメタデータの変更に一定のタイ
ムラグが生じるケースがあるのに対し，電子署名やタイムスタンプによってファイ
ルのハッシュ値を照合する方法はそのような懸念がないという点で，非改変性に対
する信用度は電子署名やタイムスタンプを用いる方法が高いといい得る。相手方と
しては，その点に着目して，直接証拠に位置付けられる電子文書（契約の存在が争
点となっている場合における契約書等）等，重要度の高いものについてメタデータ
のみに依拠した非改変性に関する主張への反論として，メタデータによる照合方法
の信用性が相対的に低い点を指摘すること等が考えられる。もっとも，そのような
相手方による争い方は場面が限局されるため，非改変性を担保する前記方策が取ら
れている限り，非改変性が争われるケースは決して多くないと思われる。

(2) インターネットを用いてする電磁的記録の提出命令に基づく提出及び送付
嘱託に基づく送付
現行法下では，支払督促の申立て等，民事訴訟に関する手続のうち一定のものに
限りインターネットを用いて行うことが認められていたが（法１３２条の１０第１
項，民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り
扱う督促手続に関する規則２条１号），文書提出命令に基づく提出及び送付嘱託手
続に基づく送付については認められていなかった。中間試案では，文書提出命令に
基づく提出及び文書送付嘱託に基づく送付についても，提出又は送付の対象となる
電磁的記録に係るファイル形式が裁判所のサーバーにアップロードすることができ
るものであることを要件として，インターネットを用いての提出が認められること
となった。
これにより，これまで文書提出命令及び文書送付嘱託の対象は書面等の提出又は
送付によるものに限られていたが，電磁的記録に記録された情報という形式での提
出が可能となったことで，訴訟手続上，より迅速な証拠収集が期待されるようにな
る。
また，訴訟代理人としても，文書提出命令や送付嘱託手続を申し立てるに当たっ
て，対象となる証拠方法が文書であることを前提とせずに申し立てられるので，申
立てを検討する機会の拡大につながる。例えば，金融機関が保有する預金口座の取
引履歴の過去長期分や入通院期間が長期にわたる場合の医療記録等記録量が膨大に
なることが予想されるケースであっても，前記のように迅速かつ容易な提出が期待
されることから，試行的，包括的な文書提出命令及び文書送付嘱託の申立てが増加
することが考えられる。他方で，そのような試行的，包括的な申立てが頻発する
と，訴訟記録の増大化に伴う審理の遅延という弊害が生じてしまうことから，相手
方としては，探索的申立てであることを指摘して，申立てに関する必要性や相当性
が認め難い点を指摘することで牽制するという対抗策を取ることとなるであろう。
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(3) インターネットを用いてする証拠となるべきものの事前の準備としての写
しの提出
証拠となるべき文書の事前の準備としての写しの提出（規則１３７条１項）につ
いて，インターネットを用いて行うことが現行法下では認められていないが，中間
試案ではこれを認める規律が提案されている。これにより，原本として提出予定の
書証の目的物が紙媒体の文書である場合であっても，これをスキャンするなど電子
データ化したものを裁判所のサーバーにアップロードすることで，事前の準備とし
ての写しの提出を果たしたこととなる。この規律は，証拠となるべき原本が電子デ
ータである場合にも当てはまるので，その電子データを裁判所のサーバーに複製す
ることで写しの提出義務の履行として認められる。いずれの場合にも，事前の準備
としての写しの提出作業の簡便化に資するものである。
もっとも，証拠となるべき原本が電子データの場合において，写しの提出に際し
ファイル形式の変更を要する場合，ファイル形式変更後の電子データが原本の電子
データと記録内容に関する同一性（当該データに記録されている作成者の認識，思
想，表現等の同一性）を維持できているのか相手方から異議を受ける場合も考えら
れるので，ファイル形式の変更によっても記録された内容に変更が生じていないな
ど記録内容に関する同一性を裏付ける説明の準備を検討しておくべきである。
また，書証の目的が紙媒体の文書の場合で，その文書の用紙サイズや形状，記載
されている文字の大きさ等文書そのものの外観が証拠力評価において重要な要素と
なる場合がある。この場合，証拠となるべき原本については裁判官が期日において
直接確認するものの，事後に記録を確認する際，提出された写しの証拠を見直すこ
とが予想される。その際に，当該書証の写しを電子データによって提出する場合，
電子データの解像度が低いことや，用紙サイズの設定が曖昧な状態になっている等
の技術的な事情から，証拠力を事実上減殺させてしまうこともあり得る。そのた
め，訴訟代理人においては，提出予定の書証の証拠力に関して文書の外観や形状も
含めて重要な場合，インターネットを用いて電子データ化により写しを提出するの
であれば，前記の技術面に関する設定をより確実に行うべきである。その点の懸念
が拭えないときは原本である文書の特徴を主張書面で主張しておくことや，当該文
書の特徴的な箇所を写真や録画，編集した報告書様のものを別途の証拠として電子
データ化して提出するという方法を取るという工夫が求められる。

８ 証人尋問等
(1) 証人尋問等
(1) 法第２０４条を次のように改めるものとする。
ア

同条第１号を次のように改める。
証人の住所，年齢又は心身の状態その他の事情により，証人が受訴裁判所
に出頭することが困難であると認める場合であって，相当と認めるとき。

イ

同条第３号として，次のような規律を設ける。
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相当と認める場合において，当事者に異議がないとき。
(2) 法第２０４条に次のような規律を設けるものとする。
同条に規定する方法による尋問は，証人を次に掲げる要件を満たす場所に出
頭させてする。
ア

当事者の一方又はその代理人，親族若しくは使用人その他の従業者（以下
本項において「一方当事者等」という。）の在席する場所でないこと（当該
場所が当事者の他の一方又はその代理人の在席する場所であるとき，一方当
事者等の在席する場所に証人を出頭させることにつき，他の当事者に異議が
ないとき及び裁判所が事案の性質，証人の年齢又は心身の状態，証人と当該
一方当事者等との関係その他の事情を考慮し，相当と認めるときを除く。）。

イ

適正な尋問を行うことができる場所として最高裁判所規則で定める要件を
具備する場所であること。

(3)

当事者尋問については，法第２０４条を準用する法第２１０条の規律を維

持し，(1)及び(2)と同じ規律とするものとする。
1)

ウェブ会議等による証人尋問の要件を緩和する提案
証人尋問は，裁判が係属している裁判所の法廷で行われるのが原則である。
しかしながら，様々な理由で，証人が当該裁判所に出頭することが困難な場合が
ある。
現行法（法２０４条）では，極めて限定的に，映像と音声の送受信により相
手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって証人尋問を
することを認めている。
中間試案は，ウェブ会議等により証人尋問を行うための要件を大幅に緩和す
ることを提案するものである。その背景には，昨今の通信技術等の進歩により映
像や音声の品質が向上してきており，裁判官が法廷において直接見聞きせずとも
適切に心証形成をするのが可能になったという認識がある。
現行法（法２０４条）は，証人が遠隔地に居住するとき（１号），証人が圧
迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき（２号）に限定
して認めているが，中間試案は，以下のように，認める場合を広げることを提言
する。
第１に，１号の「遠隔地に居住するとき」との規定を改めて，大幅に緩和し
た要件とすることを提案している。ただし，無限定的に認めるわけではない。出
頭することが困難な事情がある場合に限定はするが，そのような事情を，「証人
の住所，年齢又は心身の状態その他の事情」等と広く考慮することにしようとい
うのである。その上で，裁判所が相当と認めるときにはウェブ会議等での尋問を
許容する。
当事者の同意が要件でないことは現行法の１号と同様であるが，これだけ要
件を広げる場合に適切な心証形成ができるのか，代理人は注意を怠らないように
しておくべきであろう。そして，裁判所が「出頭困難」や「相当」の判断を誤っ
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ていると思われる場合には，異議を述べるなどの対応をする必要がある。
第２に，法２０４条に３号を新設し，裁判所が相当と認めて，かつ，当事者
に異議がないことを要件として，ウェブ会議等による証人尋問ができるとしてい
る。当事者が反対せず，裁判所が適切に心証形成できると考えているものを拒否
する理由はない，というわけである。
2)

ウェブ会議等の態様についての規律
このように現行法よりも広くウェブ会議等による証人尋問ができる場合を認
めるとするが，その態様が重要である。証人尋問は，証言への不当な影響を排除
できる態様で行われる必要がある。また，プライバシーへの配慮等，権利・利益
が違法・不当に侵害されないかどうかを考慮する必要がある。
このような観点から，中間試案は，証人の所在する場所や，証人尋問に同席
できる者の範囲及び同席が許される場合についての規律を設けることを提案す
る。
①

証人の所在する場所
証人の所在する場所について，現在は，官署としての裁判所に限定してい
る。証人は，いずれかの裁判所（多くは最寄りの裁判所）に出頭する。そし
て，係属している裁判所と双方に設置されたテレビ会議の機器を使用して尋
問が行われている。
中間試案は，従来の裁判所のテレビ会議システムに限らず，インターネッ
ト回線を使用したウェブ会議による尋問を想定する。そうすると，証人が必
ずしも裁判所に出向かずとも尋問を行うことが，技術・通信環境の点では可
能である。
中間試案は，裁判所以外に証人の所在する場所をどこまで認めるかは，今
後，最高裁判所規則に委ねるものとしている。最高裁判所規則でどのような
要件が定められるかは，今後，明らかになる。個別の事件では，裁判所が最
高裁判所規則の定める要件への該当性を判断した上で，証人の所在する場所
について判断することになる。
ただし，その場所が適切であるかどうかについて，当事者は，裁判所とは
異なる判断があり得よう。また，証人の所在する場所にも訴訟指揮権は及ぶ
と解されるが，それが裁判所以外の場所である場合には，実際上，訴訟指揮
権や法廷警察権の行使には限界があることに注意する必要がある。
代理人は，証人の所在場所とそこから派生する問題について，その都度，
警戒し，必要ならば意見を述べるべきであろう。例えば，証人が本当に指定
された場所に所在しているのか，実際にその場所が不当な影響を被るような
状況にないか等に疑問がある場合には，証人等に対して説明を求めるよう裁
判所に促すなどの対応が必要である。

②

証人尋問への同席
中間試案は，証人が尋問を受ける際に同席する者について規律を設けるこ
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とを提案している。
原則は，当事者の一方又はその代理人，親族若しくは使用人その他の従業
者の同席は認めない。現在もこれらの者の同席は認められていない。証人の
いる裁判所の部屋には裁判所職員だけがおり，機器の操作等は裁判所職員が
行っている。
同席を認めないのは証言に不当な影響がないようにするためであるが，他
方で，一切の同席を拒否することは硬直に過ぎ，かえって円滑かつ効果的な
尋問の実現に支障を来す場合も想定される。
そこで中間試案は，不当な影響を排除できるのであれば，次のとおり，例
外的に前記の者の立会いも許容されるようにすることを提案している。
ａ

他方の当事者又はその代理人も同席するとき

ｂ

他方の当事者に異議がないとき

ｃ

裁判所が相当と認めるとき

ａやｂは，他方当事者が関与することで不公正な尋問とはならないという
趣旨であろうが，それで本当に不当な影響が排除されるのか，また，証人の
プライバシー等の権利・利益が守られるのか，慎重な吟味が必要である。
ｃは，当事者が反対しても，裁判所が相当と認めれば，関係者の立会いが
認められることになる。代理人としては，不当な影響が排除できるのか，ま
た，証人のプライバシー等が守られるか，警戒すべきであろう。
3)

当事者尋問
当事者尋問は，見聞した事実を述べ，これを証拠資料とする手続である点
で，証人尋問と同じである。中間試案は，ウェブ会議等による尋問について，当
事者尋問も証人尋問と同様の規律で行われることを提案する。
代理人としては，依頼者のプライバシー等の権利・利益を守る観点から，ウ
ェブ会議による尋問の可否や尋問の態様について適切に判断・対処する必要があ
る。

(2) 通訳人
通訳人に通訳をさせる方法について，次のような規律を設けるものとする。
裁判所は，相当と認めるときは，最高裁判所規則で定めるところにより，【音
声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方
法】【映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするこ
とができる方法】によって，通訳人に通訳をさせることができる。
現行法でも，通訳人が「遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」
は，ウェブ会議等によることを認めている（鑑定人についての法２１５条の３を法
１５４条２項で準用する。）。中間試案は，通訳人を確保しやすくするために，単
に「相当と認めるとき」と改める提案がされている。
ただし，その方法については，適切な心証形成が可能なのか，証人及び当事者の
権利を擁護できるのか，慎重に吟味する必要がある。中間試案は，音声のみの送受
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信（電話会議）による通訳をも認めるものと，映像と音声の送受信（ウェブ会議や
テレビ会議）による通訳に限るものと，両論を併記している。音声のみの場合をも
認める提案は，通訳人を確保しやすくする観点からのものである。
しかし，実際の通訳では，通訳人が証人等の表情，視線，身振り，口の動き等を
見ることにより，証人等の陳述の意味内容を理解し，また，証人等が質問を理解し
ているかを確認することが可能になる。対面でない場合は，誤解が生じるなどして
不正確な証拠資料となることや，円滑な尋問の実施が阻害されるおそれが懸念され
る。
そこで，代理人としては，音声のみによる通訳の場合は特にそうであるが，映像
と音声による場合であっても，証人等と通訳人との間に誤解が生じたりせず，適切
に尋問を実施できるのか，注意をしておく必要があろう。すなわち，証人等の理解
力，証言内容の性質や複雑さ，通訳人の資質等に照らして，通訳の方法が適当であ
るかどうかについて慎重に吟味すべきである。

(3) 参考人等の審尋
法第１８７条に次のような規律を設けるものとする。
裁判所は，相当と認めるときは，最高裁判所規則で定めるところにより，音声
の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法に
よって，参考人又は当事者本人を審尋することができる。
決定で完結すべき事件は，迅速な処理が求められ，また，軽微な事件であること
から，参考人又は当事者本人に対する簡易な取調べとして審尋がなされる（法１８
７条）。
審尋は公開する必要がなく，法廷で行う必要もない。また，審尋方法は裁判所の
裁量に委ねられている。
中間試案は，決定で完結すべき事件の前記の性質から，映像と音声の送受信（ウ
ェブ会議等）のみならず，音声のみ（電話会議）での審尋も許容する旨を提案して
いる。
しかしながら，事案の性質や相手方との利害その他の具体的事情に応じて，必要
な審尋の方法は様々であり得る。単純な陳述が得られればよいという場合もあろう
が，慎重な吟味が必要な場合もあり得よう。代理人としては，参考人等の適切な陳
述が得られ，ひいては適正な事実認定がなされるよう，裁判所が行う審尋の態様に
注意しておくべきである。

９ その他の証拠調べ手続
(1) 鑑定
⑴

法第２１５条の３を次のように改めるものとする。
裁判所は，鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において，相当と認めると
きは，最高裁判所規則で定めるところにより，映像と音声の送受信により相手
の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって，意見を述
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べさせることができる。
⑵

法第２１５条に次のような規律を設けるものとする。
鑑定人は，法第２１５条第１項の規定に基づき書面で意見を述べる場合に
は，書面の提出に代えて，最高裁判所規則で定めるところにより，電子情報処
理組織を用いる方法により意見を述べることができる。

1)

法改正によって何ができるようになるか
①

現行法上，鑑定人が「遠隔の地に居住しているときその他相当と認めると
き」は，映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を
することができる方法（ウェブ会議等）によって，鑑定人に意見を述べさせ
ることができることとされている（法２１５条の３）。しかし「遠隔の地に
居住している」といういわゆる遠隔地要件を余りに厳格に解すると，専門職
たる鑑定人の確保や訴訟進行への協力が得にくくなる。そこで，本改正によ
り遠隔地要件を撤廃し，「相当と認めるとき」には，ウェブ会議等を用いて
意見を述べることができるようになる。これにより鑑定人を確保することが
より容易になると思われるので，鑑定が実施される事件の増加や迅速に充実
した審理が行われることが期待される。

②

現行法上，裁判所は，指定した鑑定人に対し，宣誓書（規則１３１条２項）
及び鑑定書（法２１５条１項）等の書面を提出させることができる。そして
現行実務では，鑑定人は，鑑定書等を裁判所に持参又は郵送する方法で提出
している。今後，事件管理システム等電子情報処理組織が整備された場合
に，これらの鑑定書等の書面の提出に代えて，電子データにしてアップロー
ドすることにより意見を述べることができるようにするものである。これに
より，鑑定人の負担が軽減され，より協力を求めやすくなることが期待され
る。

2)

新制度の利用について
鑑定人は多忙な者が多いことや，記憶の正確性が問題となる証人尋問に比して

直接対面して尋問する必要性は低いこと等から，本規定を活用する場面は少なく
ないものと思われる。しかし例えば，非常に微妙な偽造の有無が争われている書
面やレントゲンの映像等を示して鑑定人に意見を求める場合には，ウェブ会議等
の方法によるよりも，同席している鑑定人にそれらを直接示して意見を求める方
がより充実した審理が行われ適正な結果を導き出せるケースもあると思われる。
かような場合には，改正法では当事者の意見を求めることは要求されていない
が，鑑定人を裁判所に出頭させるべきである等の意見を適宜述べるべきである。

(2) 検証
法第２編第４章第６節に次のような規律を設けるものとする。
裁判所は，相当と認める場合であって，当事者に異議がないときは，最高裁判
所規則で定めるところにより，映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認
識しながら通話をすることができる方法によって，検証をすることができる。
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1)

法改正によって何ができるようになるか
①

現行法上，検証は，裁判所において検証物を所持者に提示若しくは送付さ
せ，又は裁判所が裁判所外の検証物が所在する場所に赴いて所持者に提示さ
せ，裁判官が検証物を直接に認識する方法で実施している（法２３２条）
が，裁判官の業務が多忙である等から，検証物の所在する場所に出向くこと
は実際にはなかなか行われていないし，出向くにしても相当先の期日が指定
されるのが現状である。

②

しかし，検証が裁判官の感覚作用によって直接に事物の性状・現象等を検
査・観察して得た認識を証拠資料とするものであるとしても，視覚や聴覚の
みによって検証物を認識できる場合には，必ずしも当該検証物を直接認識し
なくても，精度の高い映像と音声の送受信によって間接的に認識することで
足りる場合もあると思われる。
そこで前記のような場合には，本改正によって，検証物を法廷に持ち込む
ことや，裁判官や場合によっては当事者すら現地に赴くことなく，映像と音
声の送受信（ウェブ会議等）によって検証を行うことができることになる。
これによって，裁判の迅速化や費用の低減化等がもたらされるし，より検証
が行われやすくなることで，一層適正な裁判の実現が図られると思われる。

2)

新制度の利用について
①

ウェブ会議等を利用する検証は，直接に事物の性状，現象を認識するのでは
なく，あくまで間接的に認識するものである。そしてこの検証は，多くの場
合機器により映像や音声を録取することによって行われるが，機器の性能や
録取方法等によっては，裁判官の心証に誤った影響を与える可能性があり，
取り調べるべき検証物と同一の物を録取したものであるかなどの疑義が生ず
ることもあり得る。本改正では，そのような事態も想定し，相当と認める場
合でかつ当事者双方に異議がない場合に限り，ウェブ会議等を利用した検証
が許されることになっている。

②

ウェブ会議等を利用した検証に適する対象としては，例えば，建物の朽廃や
工作物の瑕疵・損傷の状況，境界確定訴訟における境界ポイントや土地・工
作物の状況等が考えられる。特に，屋根のように検証するのに危険を伴うよ
うな場合は，専門家に上がってもらって必要と思われる箇所の映像を送信し
てもらう方法で検証を行うことができるので極めて有意義である。

③

ウェブ会議等を利用した検証の場合，必ずしも裁判所書記官が現場に赴いて
撮影することは要求されていない。裁判官や書記官は法廷にいて，当事者や
当事者の委託を受けた専門業者等が撮影することもあり得る。その場合，よ
り精度の高い映像と音声の送受信が可能となる機器を利用するなどすべきで
ある。

④

ウェブ会議等を利用した検証を行う場合には，法廷にいる裁判官等が，必要
に応じ双方通話の機能を使って撮影者に対し，少し右とかもっと北側の方と
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かの指示を出すこともできるので，より的確な検証ができるものと思われ
る。
⑤

また，撮影を他に委託した場合は，当事者や弁護士は必ずしも現地にいる必
要性はないが，弁護士としては可能な限り事前に自ら現場を訪れるなどし
て，検証の対象物を直接認識することや，写り具合や録音状況等について確
認しておくことが望ましい。

(3) 裁判所外における証拠調べ
法第１８５条に次のような規律を設けるものとする。
⑴ 裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判所規則で
定めるところにより，裁判所及び当事者双方が映像及び音声の送受信により相
手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって，同条の
規定による裁判所外における証拠調べの期日における手続を行うことができ
る。
⑵

裁判所は，同条第１項の規定により裁判所外において証拠調べをする場合（合
議体の構成員に命じ，又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べ
をさせる場合を除く。）において，相当と認めるときは，その期日における手
続を行う場所以外の場所に合議体の構成員の一部を在席させることができる。
この場合において，当該合議体の構成員の一部は，裁判所及び当事者双方が映
像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで
きる方法により手続を行うものとする。

1)

法改正によって何ができるようになるか
①

現行法１８５条に定められている裁判所外における証拠調べを行う場合に，
相当と認めるときは，当事者の意見を聴いた上で，ウェブ会議等の方法によ
り行うことができるようになる。
なお，現行法１８５条１項に規定されている「相当と認めるとき」は裁判
所外で証拠調べをする当否に関するものであるのに対し，ここでいう「相当
と認めるとき」は，当事者が現地に赴かずウェブ会議等の方法によって証拠
調べに参加することの当否に関するものである。

②

さらに，ウェブ会議等を利用して裁判所外における証拠調べを行う場合に，
相当と認めるときは，合議体の構成員の一部が裁判所外の現場（ここが「そ
の期日における手続を行う場所」となる。）に臨場し証拠調べを行い，他の
裁判官はその期日における手続を行う以外の場所（すなわち当該現場以外の
場所。）に所在して，ウェブ会議等を利用して検証や証人尋問等の証拠調べ
を行うことができるようになる。これが，「ハイブリッド方式」といわれる
ものである（現行法上の受命裁判官や受託裁判官による証拠調べとは異な
る。）。

2)

新制度の利用について
①

1)①については，例えば，裁判官は現地に行くが，現地に赴く時間的余裕の
ない当事者がウェブ会議等で証拠調べに参加することも可能となる。裁判所
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外における証拠調べをより柔軟に行うことができるものと思われる。
②

また，1)②については，現行実務上，合議体が裁判所外で証人尋問等を行う
場合には，合議体の構成員全員が裁判所外に赴くことはまれで，多くの場合
は受命裁判官や受託裁判官が尋問した結果を調書にし，その他の裁判官はそ
の尋問調書によって心証をとっている。しかし本制度を利用すれば，現場に
赴いていない裁判官も，ウェブ会議等を通じて証人等の表情・供述態度等を
体感できるし，その場で補充尋問等を行うこともできる。受命裁判官等によ
る場合に比し，より直接的な証拠調べの方法といえる。

１０ 訴訟の終了
(1) 判決

(1) 電子判決書の作成及び判決の言渡し
電子判決書の作成及び判決の言渡しについて，次のような規律を設けるもの
とする。
ア

判決は，電磁的記録により作成する。

イ

アで作成された電磁的記録（以下本項において「電子判決書」という。）
に記録された情報については，作成主体を明示し，改変が行われていないこ
とを確認することができる措置をしなければならない。

ウ

判決の言渡しは，電子判決書に基づいてする。

(2) 電子判決書の送達
電子判決書を当事者に送達しなければならないことを前提として，電子判決
書の送達について次のような規律を設けるものとする。
ア

電子判決書の送達は，裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルに記録された電子判決書の内容を書面に出力したものをもってする。

イ

アの規律にかかわらず，通知アドレスの届出をした者に対する電子判決書
の送達は，システム送達によってする。

1)

改正法によって何ができるようになるか
①

判決書（電子判決書）の作成，言渡し
現行法では，「判決の言渡しは，判決書の原本に基づいてする」とされて
おり（法２５２条），２５３条には判決書に記載すべき事項が定められてい
る。
法２５２条では当然のこととして明記されているわけではないが，判決書
は書面（紙）で作成されることが前提とされている。
判決の言渡しは，言渡期日において判決書原本に基づいて行わなければな
らないところ（法２５２条），判決書原本には，判決をした裁判官が署名押
印しなければならない（規則１５７条１項）。
改正法では，判決書は電子判決書，すなわち電磁的記録で作成されること
になる。電磁的記録により作成された電子判決書には，作成主体を明示し，
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改変が行われていないことを確認することができる措置をしなければならな
い。改変が行われていないことの確認の手段としては，例えば電子署名が考
えられる。
そして，判決の言渡しは電子判決書に基づいてすることになる。言渡し自
体は，これまで同様公開の法廷でなされる。
②

電子判決書の送達
現行法では，判決書原本に基づいて正本が作成され，その正本が当事者
（代理人がいるときは代理人）に送達されていた（法２５５条）。改正法で
は，電子判決書の送達は２つの方法によって行われることになる。
まず，通知アドレスの届出をしている者に対しては，システム送達の方法
により送達する。一方，通知アドレスの届出をしていない者に対しては，裁
判所において電磁的記録で作成された電子判決書の内容を書面に出力し，そ
の出力された書面を現行法と同様の方法により送達する（通知アドレスが複
数ある場合（特に複数の者がそれぞれ通知アドレスを届けている場合）にお
ける問題については，第２の３を参照されたい。）。

2)

新制度の利用について
現行法においては，判決の言渡し期日後に特別送達がなされる時期は想定可
能であり，代理人としては，上訴をするか否かを検討するための上訴期間の点
や，仮執行宣言に基づく強制執行の停止（担保提供を含む。）の問題等のため，
判決書の送達を受けることを極力避けることによりある程度のスケジュール調整
を行うことが不可能ではなかった。
改正法の下では，電子判決書がシステム送達され，しかも，みなし送達の規
定が適用されると，このようなスケジュール調整は制約されることになろう。
とりわけ，裁判所の都合で判決言渡期日が延期され，その延期後の期日では
非常に不都合がある場合も想定され，注意が必要である。

(2) 和解
(1) 和解の期日
和解の期日（和解を試みるための期日のことをいう。以下同じ。）について，
法第８９条に次の規律を加えるものとする。
ア

裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聞いて，最高裁判所規則
で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に
通話をすることができる方法によって，和解の期日における手続を行うこと
ができる。

イ

アの期日に出頭しないでアの手続に関与した当事者は，その期日に出頭し
たものとみなす。

ウ

法第１４８条（裁判長の訴訟指揮権），法第１５０条（訴訟指揮権に対す
る異議），法第１５４条（通訳人の立会い等）及び法第１５５条（弁論能力
を欠く者に対する措置）の規定は，和解について準用する。
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エ

受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には，ウの規定による
裁判所又は裁判長の職務は，その裁判官が行う。

(2) 受諾和解
法第２６４条を次のように改めるものとする。
当事者が出頭することが困難であると認められる場合において，その当事者
があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条
項案を受諾する旨の書面を提出し，他の当事者が口頭弁論等の期日（口頭弁論，
弁論準備手続又は和解の期日をいう。）に出頭してその和解条項案を受諾した
ときは，当事者間に和解が調ったものとみなす。
1)

改正法によって何ができるようになるか
①

和解
和解については，現行法の和解期日に関する記述が必ずしも十分ではない
ので，その整備も行われる。具体的には，法８９条（和解の試み）の規定
に，法１４８条（裁判長の訴訟指揮権），法１５０条（訴訟指揮権に対する
異議），法１５４条（通訳人の立会い等），法１５５条（弁論能力を欠く者
に対する措置）を準用するようにし，受命裁判官又は受託裁判官が和解の試
みを行う場合は，それらの権限をその裁判官が行使できるようにする。
加えて，和解においても電話会議，ウェブ会議の方法（表現上は音声の送
受信により同時に通話をすることができる方法）により和解の期日を開くこ
とができるようにする。遠隔地要件は設けないこととされている。
なお，中間試案（第１１の２の注２）には，利害関係人の和解の期日等へ
の参加に関する記述がある。

②

受諾和解
現行法２６４条に規定される受諾和解は，改正法下でも残される。ウェブ
会議用の機器等を持たず，（受諾和解制度がなければ）現実に受訴裁判所に
出頭するしかない当事者の存在も考えられるからである。
改正法では，受諾和解の要件として，遠隔地要件は削除され，単に出頭す
ることが困難であると認められる場合のみが規定される。
その他は特に変更がない。

2)

新制度の利用について
当事者は双方とも電話ないしウェブで参加し，裁判所（準備手続室等）には
裁判官のみがいるという状況で和解期日を開くことも可能になるが，和解は訴訟
の終了の一類型であり，電話ないしウェブでは当事者の意思確認，殊に当事者の
意思に基づいたきめ細かな和解条項（例えば，賠償金（和解金）の支払に付随し
て義務者が権利者に一定の謝罪文言を記載する場合の具体的な文章）を定めるこ
とをしづらい場合があるとの観点に立てば，弁護士として電話ないしウェブでの
和解成立で依頼者本人の利益となるのか慎重に決すべき事案も多いと思われる。
また，本人訴訟の場合は，裁判所は当事者の顔が見えない状態での和解がしづら
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いとの懸念を有すると思われ，電話やウェブでの和解期日が広く一般的になると
は考えづらいと思われる（裁判官も，顔が見えない状態での和解には臨みにく
い。）。
3)

弁護士としての注意点
電話ないしウェブで和解をする場合，前記2)で述べたような特性が想定され
る。そうすると，電話ないしウェブ上では裁判所だけでなく他方当事者（の代理
人）も，相手側の真意がつかみづらいことも考えられる。特に相手側が本人訴訟
の場合，その真意の確認が電話やウェブでは難しいと感じる場合は，相手側に現
実に出頭するように話を進めるなど，和解成立後のトラブル防止に意を払う必要
があろう。

(3) 新たな和解に代わる決定
新たな和解に代わる決定について，次のいずれかの案によるものとする。
【甲案】
ア

裁判所は，和解を試みたが和解が調わない場合において，審理及び和解に関
する手続の現状，当事者の和解に関する手続の進行の状況を考慮し，相当と認
めるときは，当事者の意見を聴いて，当事者双方のために衡平に考慮し，一定
の事情を考慮して，職権で，事件の解決のため必要な和解条項を定める決定
（以下本項において「和解に代わる決定」という。）をすることができる。

イ

和解に代わる決定に対しては，当事者は，その決定の告知を受けた日から
２週間の不変期間内に，受諾裁判所に異議を申し立てることができる。

ウ

イの期間内に異議の申立てがあったときは，和解に代わる決定は，その効
力を失う。

エ

裁判所は，イの異議の申立てが不適法であると認めるときは，これを却下
しなければならない。

オ

イの期間内に異議の申立てがないときは，和解に代わる決定は，裁判上の
和解を同一の効力を有する。

【乙案】
新たな和解に代わる決定の規律を設けない。
1)

改正法によって何ができるようになるか
新たな和解に代わる決定は，甲案と乙案が併記されており，甲案は新たな和
解に代わる決定の規律を設けるもの，乙案はそのような規律を設けないものであ
る。
乙案が採用されれば，現行法からは何ら変わらないことになるので，以下は
甲案が採用された場合について言及する。
まず，対象となる事案には現時点では特段の制限はない（中間試案第１１の
２の注５）ので，対象事件を限定することについて引き続き検討する旨の記述が
ある。）。
次に，新たな和解に代わる決定を用いるための要件は，①和解を試みたが和
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解が調わない場合において，②審理及び和解に関する手続の現状，当事者の和解
に関する手続の追行の状況を考慮し，③相当と認めるときとなる。そして手続と
して当事者の意見を聴くことになっている。
裁判所は職権で和解に代わる決定の条項を定めることになるが，それに当た
っては，当事者双方のために衡平に考慮し，一切の事情を考慮してなされる。
この決定に対しては，当事者に不服があれば，告知後２週間以内に異議を申
し立てることができ，異議の申立てがあれば，決定は失効する。
2)

新制度の利用について
仮に新たな和解に代わる決定の規律が採用された場合の影響については，改
正法をどのように裁判所が運用するかによるが，実務的には相当大きな変化があ
り得るところである。現在も付調停とした上で調停に代わる決定の制度（民事調
停法１７条）を利用することがあるが，新たな和解に代わる決定が制度化され，
地方裁判所でも正面からその利用ができるようになれば，争点整理が十分でない
段階や，明らかに判決を行うべき事案等に安易にこの制度が利用されるなどの懸
念もある。また，パブリックコメントにおいては，事件を迅速に処理するため
に，あるいは判決理由を示すことを回避するために和解に代わる決定の制度が濫
用されるおそれがあるという意見も寄せられている。

3)

弁護士としての注意点
当事者・代理人の立場からは，裁判所が濫用的にこの決定を用いることがな
いよう，また，当事者の意に沿わない訴訟の終了にならないように注意する必要
がある。
裁判所による濫用的な利用に対しては，一般的には（事後的な）異議の申立
てで対応することとなるが，そもそも濫用的な利用を抑制するためには，訴訟上
での対抗方法（今後の実践を待つことになるが，適時の上申書等の提出により担
当裁判官を説得すること等が考えられる。）の研究とともに，訴訟外（法曹間の
協議会の利用等）での取組が必要となることもあろう。

１１

訴訟記録の閲覧等
１

裁判所に設置された端末による訴訟記録の閲覧等
(1) 訴訟記録の閲覧
何人も，裁判所書記官に対し，裁判所においてする訴訟記録（第１の３の
電子化後のものに限る。以下第１２の１から３までにおいて同じ。）の閲覧
を請求することができるものとする。公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記
録については，当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り，裁判所におい
てする訴訟記録の閲覧の請求をすることができるものとする。
(2) 訴訟記録の複製等
当事者及び利害関係を疎明した第三者は，裁判所書記官に対し，裁判所に
おいてする訴訟記録の複製，その正本，謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に

− 50 −

第１章 ＩＴ化がもたらす訴訟活動の変化と弁護士・依頼者間の関係

関する事項の証明書の交付を請求することができるものとする。
(3) 裁判所に設置された端末による閲覧等をすることができない場合
⑴による訴訟記録の閲覧の請求及び(2)による訴訟記録の複製の請求は，そ
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは，することができないものとす
る。
２

裁判所外の端末による訴訟記録の閲覧及び複製
(1) 当事者による閲覧等
当事者は，いつでも，電子情報処理組織を用いて，裁判所外における訴訟
記録の閲覧及び複製をすることができるものとする。
(2) 利害関係を疎明した第三者による閲覧等
利害関係を疎明した第三者は，裁判所書記官に対し，電子情報処理組織を
用いてする裁判所外における訴訟記録の閲覧及び複製を請求することがで
きるものとする。
(3) 利害関係のない第三者による閲覧
利害関係のない第三者による電子情報処理組織を用いてする裁判所外に
おける訴訟記録の閲覧に関する規律については，次のいずれかの案によるも
のとする。
【甲案】
当事者及び利害関係を疎明した第三者以外の者は，裁判所書記官に対し，電
子情報処理組織を用いてする裁判所外における訴訟記録（次に掲げるものに限
る。）の閲覧を請求することができる。ただし,公開を禁止した口頭弁論に係る
訴訟記録については，この限りでない。
ア

訴状及び答弁書その他の準備書面

イ

口頭弁論の期日の調書その他の調書（これらの調書中の証人，当事者本人
及び鑑定人の陳述，検証の結果並びに和解が記載された部分を除く。）

ウ

判決書その他の裁判書

【乙案】
利害関係のない第三者による電子情報処理組織を用いてする裁判所外にお
ける訴訟記録の閲覧を認めない。
(4) 裁判所外の端末による閲覧等をすることができない場合

(1)による訴訟記録の閲覧及び複製，(2)による訴訟記録の閲覧及び複製の

請求並びに(3)による訴訟記録の閲覧の請求は，訴訟記録の保存又は裁判所の
執務に支障があるときは，することができないものとする。訴訟の完結した
日から一定の期間が経過したときも，同様とするものとする。
３

インターネットを用いてする訴訟記録の閲覧等の請求
電子情報処理組織を用いてする１による訴訟記録の閲覧，複製，その正本，
謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付の請求及び２
による訴訟記録の閲覧又は複製の請求は，最高裁判所規則で定めるところによ
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り，裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該請求を記録す
る方法によりするものとする。
４

閲覧等の制限の決定に伴う当事者の義務
法第９２条第１項の決定があったときは，当事者等又は補佐人は，その訴訟
において取得した同項の秘密を，正当な理由なく，当該訴訟の追行の目的以外
の目的のために利用し，又は当事者等及び補佐人以外の者に開示してはならな
いものとする。

(1) 訴訟記録の閲覧
現行法９１条１項は，全ての人に裁判所書記官に対する訴訟記録の閲覧請求権を
認めているが，同条２項は，裁判の公開を禁止した場合の口頭弁論に係る訴訟記録
について，当事者及び利害関係を疎明した第三者に限って閲覧請求権を認めてい
る。
中間試案では，裁判所に設置された閲覧用の端末で閲覧する場合は，現行法と基
本的に同じである。
他方，中間試案では，裁判所に設置された閲覧用の端末で閲覧する場合とは別
に,当事者及び利害関係を疎明した第三者に対して，新たに裁判所外の端末でイン
ターネットを用いて訴訟記録を閲覧することを認めることになる。
当事者及び利害関係を疎明した第三者以外の者に対してもこれを認めるかについ
ては，当事者や訴訟関係者のプライバシーや営業秘密の保護の観点から，甲案と乙
案の２つの考え方が併記されている。当事者及び利害関係を疎明した第三者以外の
者には，甲案においては，裁判の公開を禁止した場合でない限り，訴状及び答弁書
その他の準備書面，口頭弁論期日の調書その他の調書（調書中の証人，当事者本人
及び鑑定人の陳述，検証の結果並びに和解が記載された部分を除く。），判決書そ
の他の裁判書について閲覧請求権が認められるが，証拠や和解調書については認め
られないこととなる。甲案では閲覧対象から証拠が除外されているものの，準備書
面に証拠の内容が引用されている場合に実質的にその内容が知られてしまうおそれ
がある。また，裁判所外の端末での閲覧が認められた場合，裁判所に設置された端
末で閲覧する場合に比べて，閲覧者の人数や閲覧時間等の制約が困難であり，裁判
所の監督が及ばず，複製を事実上認めるに等しい状況となり得るため，プライバシ
ーや営業秘密が流出する度合いやその危険性が高まるおそれがある。甲案が採用さ
れた場合には，当事者や訴訟関係者のプライバシーや営業秘密が保護されるかを慎
重に検討し，準備書面における主張における配慮や訴訟記録の閲覧の制限の申立て
等の手立てを講じる必要がある。これに対して，乙案においては，当事者及び利害
関係を疎明した第三者以外の者には，裁判所外の端末でインターネットを用いて閲
覧する方法での閲覧請求権は認められない。
法制審議会において，訴訟記録が第三者の閲覧又は後記の複製等に供される時期
について，訴訟記録が裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
され，当事者が電子情報処理組織を用いてその電子書類の閲覧及び複製をすること
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ができる状態に置かれた日から一定期間が経過した時（例えば，【その日から○日
を経過した時】【その日の後に開かれる最初の期日が終了した時】）とすべきかど
うかや，和解に関する訴訟記録（例えば，その全部又はそのうちいわゆる口外禁止
条項を定めたもの）のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲について議論され
ている。当事者及びその代理人は，訴訟記録が当事者以外の第三者の閲覧等に供さ
れる時期や，訴訟記録のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲を踏まえて，訴
訟記録の閲覧の制限申立ての要否を検討する必要がある。
また，法制審議会では，補助参加の申出を濫用し，当事者として訴訟記録の閲覧
等を行うことがあり得るため，訴訟記録の閲覧等における当事者には，補助参加の
申出をした者のうち補助参加の許否が確定していないものを含まないものとすべき
かについても議論がされている。当事者及びその代理人は，補助参加について異議
を述べる必要があるか否かについて検討すべきである。

(2) 訴訟記録の複製等
現行法９１条３項及び４項は，当事者及び利害関係を疎明した第三者に，訴訟記
録中の文書の謄写，その正本，謄本若しくは抄本の交付，訴訟に関する事項の証明
書の交付又は訴訟記録中の録音テープ若しくはビデオテープ（これらに準ずる方法
により一定の事項を記録した物を含む。）の複製の請求権を認めている。
中間試案では，訴訟記録の電子化により，当事者及び利害関係を疎明した第三者
には，まず裁判所において，訴訟記録の複製，その正本，謄本若しくは抄本の交付
又は訴訟に関する事項の証明書の交付請求権が認められる。さらに，当事者は，イ
ンターネットを用いて裁判所外の端末により訴訟記録の閲覧及び複製をすることが
でき，利害関係を疎明した第三者にも，インターネットを用いて裁判所外の端末に
よる訴訟記録の閲覧及び複製の請求権が認められることになる。

(3) 閲覧等をすることができない場合
現行法９１条５項では，訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは，
訴訟記録の閲覧，謄写及び複製の請求は認められない。
中間試案では，訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは，裁判所に
設置された端末での閲覧及び複製の請求は認められない。また，インターネットを
用いた裁判所外の端末による場合であっても，訴訟記録の保存又は裁判所の執務に
支障があるとき並びに訴訟の完結した日から一定の期間が経過したときは，当事者
は閲覧及び複製ができず，第三者の閲覧及び複製の請求は認められない。

(4) 閲覧等の請求方法
現行規則３３条の２第１項は，訴訟記録の閲覧等の請求は，書面でしなければな
らないとする。
中間試案では，裁判所の端末による場合と裁判所外の端末による場合を問わず，
訴訟記録の閲覧等の請求については，「最高裁判所規則で定めるところにより，裁
判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該請求を記録する方法によ
りする」ものとされ，インターネットを用いて訴訟記録の閲覧等の請求をすること
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ができるようになるものと見込まれる。

(5) 閲覧等の制限の決定に伴う当事者の義務
中間試案では新たに，閲覧等の制限の決定があった場合には，当事者，法定代理
人，訴訟代理人又は補佐人は，その訴訟で取得した秘密を，正当な理由なく，当該
訴訟の追行目的以外の目的で利用してはならないほか，これらの者以外の者へ開示
してはならない公法上の義務を負うことになる。たとえ判例研究といった目的であ
っても，当然に開示が認められるわけではないことに留意しなければならない。
依頼者にはこの義務について十分に説明する必要がある。

１２ 手数料の電子納付
(1) インターネットを用いてする申立てがされた場合における手数料等の電子
納付への一本化
電子情報処理組織を用いてする申立てがされる場合には，手数料及び手数料以
外の費用の納付方法について，ペイジーによる納付の方法に一本化するものとす
る。

(2) 郵便費用の手数料への一本化
郵便費用を手数料として扱い，申立ての手数料に組み込み一本化し，郵便費用
の予納の制度を廃止するものとする。

(3) 書面による申立てが許容される場合における手数料等の納付方法
仮に電子情報処理組織を用いてする申立てに加え，書面による申立てが一定の
場合に許容されることとなった場合であっても，書面による申立てについては，
手数料等の納付方法につき，やむを得ない事情があると認めるときを除き，ペイ
ジーによる納付の方法によらなければならないものとする。
上記のやむを得ない事情があると認めるときの納付方法の規律については，現
行の費用法第８条の規律を維持するものとする。

(4) 民事裁判手続のＩＴ化に伴う訴訟費用の範囲の整理等
(1)

費用法第２条所定の当事者等又は代理人が期日に出頭するための旅費，日

当及び宿泊料（同条第４号及び第５号）について，次のいずれかの案によるも
のとする。
【甲案】
現行の規律を改め，当事者等又は代理人が期日に出頭するための旅費，日当
及び宿泊料（同条第４号及び第５号）については，当事者その他の者が負担す
べき民事訴訟の費用の対象としないものとする。
【乙案】
現行の規律を維持するものとする。
(2)

費用法第２条所定の訴状その他の申立書等の書類の作成及び提出の費用

（同条第６号）について，次のいずれかの案によるものとする。
【甲案】
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現行の規律を改め，訴状その他の申立書等の書類の作成及び提出の費用（同
条第６号）については，当事者その他の者が負担すべき民事訴訟 の費用の対象
としないものとする。
【乙案】
現行の規律を維持するものとする。
(3) 過納手数料の還付等（費用法第９条第１項，第３項及び第４項）並びに証人
等の旅費，日当及び宿泊料の支給（費用法第２１条から第２４条 まで）につい
ては，裁判所の権限とする現行の規律を改め，裁判所書記官の権限とするもの
とする。
民事訴訟費用等に関する法律２条所定の当事者等又は代理人が期日に出頭するた
めの旅費，日当及び宿泊料（同条第４号及び第５号）及び同条所定の訴状その他の
申立書等の書類の作成及び提出の費用（同条第６号）について，現行の規律を維持
するあるいは民事訴訟の費用の対象にしないなどの案が検討されている。

１３

土地管轄
土地管轄については，現行法の規律を維持するものとする。

土地管轄につき被告の住所地等を原則とする現行法の規律は，ウェブ会議等による
期日への参加を広く認めることとした場合であっても，当事者（依頼者）が現実に出
頭して裁判官の面前で手続に参加したいなどの意向を尊重するなどのためにこれを維
持することが相当であると考えられることから，土地管轄については，現行法の規律
を維持するものとされている。

１４

上訴，再審，手形・小切手訴訟
法第３編（上訴），第４編（再審）及び第５編（手形・小切手訴訟）に 係る手
続についても，第一審の訴訟手続と同様にＩＴ化するものとする。

具体的にはこれらの手続についてもインターネットを用いた申立て等を認め，ま
た，その訴訟記録を電子化するとともに，ウェブ会議等を利用した期日への参加を認
めるなど，手続をＩＴ化するに当たって個別に手当てをすべき規定は見当たらないた
め，第一審の訴訟手続と同様にＩＴ化するものとすることが検討されている。

１５

簡易裁判所の手続
簡易裁判所の訴訟手続についても地方裁判所における第一審の訴訟手続と同
様にＩＴ化することを前提として，その具体的規律やＩＴ化に伴う特則を設ける
ことについては，引き続き検討するものとする。

１６

新たな訴訟手続
民事裁判手続のＩＴ化を契機として，裁判が公平かつ適正で充実した手続の下
でより迅速に行われるようにするため，訴訟手続の特則として新たな訴訟手続の
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規律を設けることについて，新たな訴訟手続の規律を設けるものとする甲案若し
くは乙案（ただし，甲案及び乙案はいずれも排斥し合うものではなく，例えば，
甲案及び乙案を併存させ，又はいずれか一方の規律に他方の一部を導入すること
もあり得る。）又は規律を設けないものとする丙案のいずれかの案によるものと
する。
【甲案】
１

地方裁判所においては，通知アドレスの届出をした原告は，新たな訴訟手
続による審理及び裁判を求めることができる。

２

新たな訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申述は，第１回の口頭弁
論の期日（第１回の口頭弁論の期日の前に弁論準備手続に付する決定をした
場合にあっては，第１回の弁論準備手続の期日。以下本項において同じ。）
の終了時までにしなければならない。

３

新たな訴訟手続においては，特別の事情がある場合を除き，第１回の口頭
弁論の期日から６月以内に審理を終結しなければならない。

４

証拠調べは，即時に取り調べることができる証拠に限りすることができ
る。

５(1) 被告は，第１回の口頭弁論の期日の終了時まで，訴訟を通常の手続に移
行させる旨の申述をすることができる。
(2) 訴訟は，(1)の申述があった時に，通常の手続に移行する。
６(1) 次に掲げる場合には，裁判所は，訴訟を通常の手続により審理及び裁判
をする旨の決定をしなければならない。この決定に対しては，不服を申し
立てることができない。
ア

公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日
の呼び出しをすることができないとき。

イ

被告が第１回の口頭弁論の期日の終了後【１０】日以内に通知アドレ
スの届出をしていないとき。

ウ

新たな訴訟手続により審理及び裁判をするのを相当でないと認める
とき。

(2)

訴訟が通常の手続に移行したときは，新たな訴訟手続のため既に指定

した期日は，通常の手続のために指定したものとみなす。
７(1) 新たな訴訟手続の終局判決に対しては，控訴することができない。
(2)

新たな訴訟手続の終局判決に対しては，判決書の送達を受けた日から

２週間の不変期間内に，その判決をした裁判所に異議を申し立てることが
できる。ただし，その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
(3)

法第３５８条から法第３６０条までの規定は，⑵の異議について準用

する。
(4)

適法な異議があったときは，訴訟は，口頭弁論の終結前の程度に復す

る。この場合においては，通常の手続により審理及び裁判をする。
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【乙案】
１

地方裁判所においては，通知アドレスの届出をした当事者は，共同の申立
てにより，新たな訴訟手続による審理及び裁判を求めることができる。

２

１の共同の申立ては，第１回の口頭弁論の期日の終了時までにしなければ
ならない。

３(1) 裁判所は，１の共同の申立てがあったときは，答弁書の提出後速やかに
当事者双方と審理の計画について協議をするための日時を指定し，その協
議の結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
(2)

(1)の審理の計画においては，次に掲げる事項を定めなければならな

い。
ア

争点及び証拠の整理を行う期間

イ

証人及び当事者本人の尋問を行う時期

ウ

口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期

(3) (1)の審理の計画においては，⑵アからウまでに掲げる事項のほか，特
定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟
手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
(4) 裁判所は，(1)の審理の計画を定めるに当たり審理の計画を定めた日か
ら審理の終結までの期間を６月以内とするものとし，(2)アからウまでに
掲げる事項について次のとおりさだめるものとする。
ア

争点及び証拠の整理を行う時期

審理の計画を定めた日から５月以

内の期間
イ

証人及び当事者本人の尋問を行う時期

争点及び証拠の整理の期間

が終了する日から１月以内の時期
ウ

口頭弁論の終結の予定時期

最後に証人又は当事者本人の尋問を行

う日（証人及び当事者本人の尋問を行わないものとするときは，争点及
び証拠の整理の期間が終了する日から１月以内の日）
エ
(5)

判決の言渡しの予定時期

口頭弁論の終結の日から１月以内の時期

裁判所は，審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考

慮して必要があると認めるときは，当事者双方と協議をし，その結果を踏
まえて(1)の審理の計画を変更することができる。
４(1) 次に掲げる場合には，裁判所は，訴訟を通常の手続により審理及び裁判
をする旨の決定をしなければならない。この決定に対しては，不服を申し
立てることができない。
ア

当事者のいずれかから通常の手続に移行させる旨の申述がされたと
き。

イ

新たな訴訟手続により審理及び裁判をするのを相当でないと認める
とき。

(2)

訴訟が通常の手続に移行したときは，新たな訴訟手続のため既に指定
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された期日は，通常の手続のために指定したものとみなす。
【丙案】
新たな訴訟手続に関する規律を設けない。
1)

改正法によって何ができるようになるか
中間試案は，紛争解決に対する労力や時間を最適化することについてのニー
ズを充足するため，訴訟の終局までの期間についての当事者の予測可能性及び迅
速性を高めることを目的として，新たな訴訟手続を設けることを提案するもので
ある。
甲案は，手続全体を一つの特則として法定することを指向する一つのモデル
として提案され，原告の申述により開始されること，審理期間が法定されるこ
と，証拠調べが限定されること，不服申立ての方法が異議によることとされ，同
一の審級において更に通常の審理が継続されること等をその特徴とする。
乙案は，当事者のイニシアティブにより訴訟の進行を決定していくことを指
向する一つのモデルとして提案され，当事者双方の共同の申立てにより開始され
ること，審理の計画を定めることを義務付け，審理の計画において定めるべき事
項やその内容を法定することにより一つの標準的な審理モデルを示しながら，紛
争の実態に応じた審理を可能とすること等をその特色とする。
甲案，乙案いずれも，当事者による手続選択についての合意を基礎とするも
のであり，現行の訴訟手続を排除するものではなく，新たな訴訟手続が選択され
なければ，通常の訴訟手続による審理及び裁判がなされることになる。
一方で，新たな訴訟手続が選択された場合，当該訴訟手続を設ける目的が終
局までの期間についての当事者の予測可能性及び迅速性を高めることにあるた
め，甲案・乙案ともに審理期間が限定されることになる。これに伴って，乙案で
は，裁判所が，答弁書の提出後速やかに当事者双方と審理の計画について協議を
するための日時を指定し，審理の計画を定めることを義務付けられている。
新たな訴訟手続においては，一定の審理期間内に計画的に審理を行うため，
訴状及び答弁書において，予想される争点，証拠及び交渉経緯の概要が必要的記
載事項となることも考えられ，攻撃防御方法の早期提出が義務付けられることも
考えられる。また，証拠についても，甲案では，即時に取り調べることができる
証拠に限定されることになる。

2)

新制度の利用について
前記のとおり，新たな訴訟手続においては，終局までの期間について当事者
の予測可能性及び迅速性が高まることが期待できる一方，早期の段階での主張及
び証拠の提出が義務付けられることも考えられ，制限された審理期間内では，十
分な主張・立証ができないことも考えられる。
そのため，事案の争点や証拠についてどの程度把握できているのか，事案の
予測可能性及び迅速性に関して，依頼者にどのようなニーズが存在するのか等
を，弁護士が新たな訴訟手続を利用するか否かを決するに当たって考慮すること
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になるものと考えられる。
甲案では，原告の申述のみにより新たな訴訟手続を選択することができ，こ
れを選択した場合には審理期間が限定され，証拠調べも制限されることとなるた
め，原告としては，争点が事前に明確であり，訴訟提起の段階で客観的な証拠が
確保できている事案について，新たな訴訟手続を利用することが考えられる。一
方で，被告としても，相手方と訴訟前に十分な協議がなされていたなど，争点が
事前に明確であり，原告の主張に対する反論及びその立証が十分に検討され，準
備できているような事案について，新たな訴訟手続の利用を受け入れることにな
るものと考えられる。
乙案では，当事者双方の共同の申立てにより新たな訴訟手続が選択され，審
理の計画に基づき審理がなされることになるため，当事者双方に終局までの期間
が短くなることあるいは終局までの期間が予測できることへのニーズがある事案
（通常の訴訟では，長期化が予測され，終局判断までどの程度の期間が必要か不
明である事案等）に，新たな訴訟手続を利用することになるものと考えられる。
3)

弁護士としての注意点
弁護士として，新たな訴訟手続を利用する際には，依頼者に対して，主張・
立証が制限される可能性があることについて十分な説明を行う必要があるものと
考えられる。さらに，甲案では，第１回期日で被告が拒否しなければ新たな訴訟
手続で審理され，その後は一方当事者の選択により通常手続に戻ることのできる
保障はないため，この点についても十分な説明を行っておく必要があるものと考
えられる。また，証拠の収集や関係者への聞き取り等，早期の段階で十分に準備
する必要があり，証拠の偏在や資金力の差等から事前に十分な準備をすることが
困難な事案においては，特に注意する必要があるものと考えられる。なお，中間
試案では，脚注において，消費者と事業者の間の民事上の紛争，及び，個別労働
関係紛争については，甲案及び乙案のいずれにおいても対象から除外するものと
する考え方，甲案においては対象から除外する考え方があることが示されてい
る。
新たな訴訟手続を選択した後，通常の手続に移行した場合，当初から通常の
手続を選択した場合よりも，より訴訟が長期化する可能性もある。甲案では，被
告の通常の手続への移行の申述を第１回の口頭弁論の期日の終了時までに限定
し，甲案・乙案とも，通常の手続に移行したときは，新たな訴訟手続のため既に
指定した期日は，通常の手続のために指定したものとみなすとされ，新たな訴訟
手続から通常の手続に移行したことによる手続の遅延に対する配慮はなされてい
るが，甲案では，終局判決に対する異議がなされると通常の手続による審理及び
裁判が行われることとなり，新たな訴訟手続を選択したことによる手続の遅延も
否定できない。そのため，当初から通常の手続を選択した場合よりも訴訟が長期
化することがないように，通常の手続に移行した後に新たな争点について審理が
長期化するなど，新たな訴訟手続において行われた審理が無駄にならないような
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工夫が必要になる。

１７

ＩＴ化に伴う書記官事務の見直し
民事裁判手続のＩＴ化に伴う裁判所書記官の事務の最適化のために，所要の改
正をするものとする。

具体的には担保取消しの書記官権限化，訴状の補正及び却下の一部の書記官権限
化，書記官権限に基づく調書の更正に関する規律の創設の３点が議論されている。

１８

障害者に対する手続上の配慮
民事裁判手続のＩＴ化に伴い，障害者に対する手続上の配慮に関する規律を設
けることについては，引き続き検討するものとする。
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第３ 弁護士・依頼者間の関係
１ はじめに
(1) 弁護士の職務と依頼者
1)

弁護士は，当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって，訴訟事件，
非訟事件及び審査請求，再調査の請求，再審査請求等行政庁に対する不服申立事
件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする（弁護士法３条１
項）。

2)

この条文からも明らかなとおり，弁護士の仕事は当事者等からの依頼によって
始まるのであり，依頼者がいなければ弁護士の仕事は成り立たない関係にある。
そして，弁護士は，依頼者からの受任後，必要に応じて打合せ等を行い，依
頼者の権利及び正当な利益を実現すべく努めて，事件処理に当たっている。その
結果，事件が終了して依頼者に経済的利益が生じたときには，着手金・報酬金制
の場合は,弁護士は依頼者から成功報酬をいただいて事件が完結する。
よって，弁護士にとって，依頼者は，事件の始まりから終わりまで関係が継
続する。

(2) 弁護士と依頼者の関係
1)

弁護士と依頼者との関係は，委任ないし準委任関係と言われている。したがっ
て，弁護士としては依頼者との間の信頼関係が重要である。信頼関係がなけれ
ば，依頼者が弁護士に十分事実を語ってくれないおそれがあるし，弁護士の全て
の活動を依頼者が逐一チェックするという不要な状態になる可能性もある。

2)

そこで，弁護士職務基本規程においても，全８２条のうち，依頼者との関係に
おける規律の条文は２５か条に及んでいる。

(3) 時代の変遷による弁護士・依頼者関係の変化
1)

弁護士・依頼者関係の２つのモデル
当委員会は，依頼者と弁護士との関係性について，次のような両極端のモデ
ルを考えてみた。
１つは，依頼者が弁護士に事件を一任するモデル（Ａモデル）であり，もう
１つは依頼者が事件処理について積極的に関与する（場合によれば弁護士を指
揮・監督する）モデル（Ｂモデル）である。
Ａモデルは，紛争に巻き込まれた依頼者が，その処理を弁護士に一任すると
いう形で紛争の解決を依頼するものである。そこでは，弁護士は稀少な存在とし
て，紹介者から紹介していただいた方であり，もともと依頼者から尊敬され，信
頼されている。弁護士は，依頼者に訴訟の進行について相談することや訴訟の経
緯を報告することは求められることもないので，相談や報告は最小限度でよく,
自分の考える方法で事件処理をなすことを許される（むしろ一任される。）。も
ちろん，依頼者は紛争当事者であるから，相手方にこのような請求をしたいとい
う思いは強いし，あるいは相手方に対する怒りや不満があるので，事実関係の話
は弁護士に積極的にするものの，証拠の収集については弁護士に一任してしまっ
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て意外に消極的である（弁護士からこういう証拠はないかと水を向けられれば対
応するが。）。
これに対してＢモデルは，紛争に巻き込まれた依頼者が弁護士を依頼しその
処理をなすに当たって，自分もその過程に関与したい，場合によれば自分が解決
の主体で弁護士はそのための道具として利用する意図で弁護士に依頼するもので
ある。
近時，弁護士はインターネットで探し出されることも多く，また道具として
利用したいと考える依頼者は増えているから，当初はその限度でしか信頼関係は
ない。打合せ等を重ねるうちに有用な道具であり，信頼に値する弁護士であると
依頼者に評価されることで弁護士への信頼が生まれ，信頼関係が形成されていく
ことになる。
弁護士は，訴訟の進行について依頼者と相談すること，訴訟の経緯を依頼者
に報告することは全てについて求められ，相手方から提出された全書面を交付す
るとともに，こちらで提出する書面も全て依頼者のチェックを受け，加除訂正の
上で提出されるから，弁護士が自分の考える方法で事件処理をなすことは許され
ず，依頼者の方針に拘束される。依頼者は弁護士に対し，事実関係の話を積極的
にするのはもちろん，証拠についても，こういうものがあると弁護士に持参し，
弁護士がこれは提出する必要がないと考えても，依頼者が必要あると考えれば提
出しなければならない。このＢモデルの弁護士と依頼者の関係は委任というより
もむしろ雇用に近いイメージがあるが，法的判断という専門性については相応の
裁量，独立性があり，これを依頼者に説明し，説得して法的主張の方向性が決め
られる。
2)

ＡモデルからＢモデルへ
弁護士に事件を依頼する依頼者像が，時代の推移とともに，ＡモデルからＢ
モデルへ移行している傾向があることには異論はないと思われる。
もちろん，ＡモデルもＢモデルも，いずれもあくまでモデルであるから，典
型的で極端な類型となっているが，昔の時代はＡモデル的な依頼者が多く，現在
ではＢモデル的な依頼者が多いと思う。

3)

その原因
その原因を考えてみると，まず，弁護士サイドの問題としては，弁護士の数
が飛躍的に増大していることが挙げられよう。統計上の数値は引用しないが，昔
の時代の弁護士は稀少な存在であり，弁護士によっては紹介者がなければ依頼を
受けないという弁護士もいたと聞いている。これに対し，現在では，弁護士の稀
少価値は小さくなり，「一見さんお断り」という対応をとる弁護士はほとんどい
ないと思われる。
次に，依頼者サイドの問題としては，①権利意識の高まりと②インターネッ
トの発達が指摘できる。
①は，市民一般の意識として，各自が自分の権利に対して自覚的になり，そ
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の権利の実現を希望するようになるとともに，自らその実現の過程にも関与した
いという関心が高まっていると感じる。紛争当事者である依頼者も，自分の権利
を実現する，すなわち自分の手で紛争を解決することに関心を払うようになって
きており，Ｂモデルのように，弁護士はそのために手助けをしてもらう法律専門
家である道具と考え，指揮命令する傾向がある。
②は，２つの側面がある。１つはインターネットの発達により弁護士へのア
クセスが極めて容易になってきたことであり，もう１つはインターネットから法
律情報を容易に取得できるようになったことである。
前者については，弁護士の多くがホームページを持ち，そうでなくともイン
ターネットを開けば，依頼者の近隣の弁護士を知ることができる。なかには専門
分野や得意分野を掲げているものもあり，依頼者は自分に必要な弁護士を絞り込
むことができ，アクセスが簡単になっている。スマートフォンの一般化がこれに
拍車をかけている。
後者は，現在ほとんどの依頼者が事前にインターネットで自分の巻き込まれ
た紛争や自分の権利等についての法律知識を調べた上で，弁護士を訪ねてくる。
自分のことであるから真剣にかつ徹底的に調べ，特殊な分野であると弁護士の知
識量よりも多い場合もある。これによって，依頼者が自分で紛争を解決すること
も可能になっている反面，専門知識の面で法律専門家の弁護士と依頼者との間に
格段の差がなくなっていると思ってしまい，法律知識の専門性や弁護士の見解に
対する尊敬の念が薄まっている傾向が窺われる。
4)

まとめ
その結果，現在の依頼者と弁護士の関係性は，ＡモデルよりＢモデルに親和
的であることは間違いがないし，その傾向はＩＴ化を契機に今後ますます顕著に
なってくるのではないかと思われる。

(4) 現実の弁護士・依頼者関係における問題
現実の弁護士・依頼者関係は，前記Ａモデル，Ｂモデルの中間に存在しようが，
主として依頼者の特性によって決定される。
そして，その場合の問題は，弁護士活動が依頼者の利益のためにあるという原点
と弁護士の独立性（専門性）の調整になると思われる。
事件の処理方針について対立が生じた場合を検討する。例えば，依頼者の持参し
た特定の証拠を提出するか否かの意見の相違が生じることが考えられる。弁護士は
提出の意味がないことを専門的知見に基づいて語るであろうし，依頼者は提出して
ほしい意欲や意味を分かってほしいと訴える。ここで対立解消のために協議の必要
が生まれ，双方が納得できる結論になればいいが，不幸にして信頼関係が破壊され
るに至れば，辞任又は解任となりかねない（委任契約の終了）。
このような対立が，ＩＴ化によって生じる新たな場面でどのように現れるかは興
味深いものがある。予想されることは，ＩＴ化によって依頼者は今までよりも民事
訴訟に参加しやすくなるから，Ｂモデル的依頼者は，より関与を強めることになる
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だろう。その場合，弁護士は依頼者と協議しなければならない機会が増えると見込
まれる。

２ 民事訴訟のIT化によって弁護士・依頼者関係はどのように変わるか
(1) 総論
弁護士は依頼者の利益のために活動する。そのことは民事訴訟のＩＴ化によって
も何ら変わるところではない。
しかし，民事訴訟のＩＴ化によって，弁護士に新たに求められることは少なくな
い。それは単にＩＴに不慣れな依頼者へのフォローというレベルにとどまるもので
はない。
例えば，ＩＴ化に耐え得る事務所の環境の整備や弁護士自身のＩＴ技術の習熟も
必要である。これらは電子データのダウンロードやウェブ会議を円滑に行うために
必要なものである。環境や技術がないことを理由に，日当と旅費を依頼者に負担さ
せて遠隔地の裁判所に出頭するなど論外である。
また，紙媒体の保存とは異なる情報セキュリティ対策も重要である。電子データ
は，紙媒体とは異なり，多くの危険を伴う。コンピューターウイルス感染による情
報の流出，ＵＳＢメモリの紛失，依頼者によるブログ等への情報の公開等，紙媒体
とは異なる情報の流出の危険があるからである。弁護士としては，事務所の体制の
みならず，依頼者への電子データの取扱いに関する注意方法等にも留意する必要が
ある（その前提として，各法律事務所においては電子データの適切な取扱い方を理
解，確立すべきである。）。
さらに，弁護士としては，ＩＴの利用が依頼者の満足につながるとは限らないこ
とにも留意すべきである。依頼者のＩＴに対する距離感は依頼者ごとに異なる。民
事訴訟がＩＴ化されたからといって，当然にその方法を依頼者に強いると依頼者に
不満を残す場合もある。
以下，民事訴訟における法律相談から訴え提起，口頭弁論，争点整理手続，人証
調べ，和解，判決と上訴に至るまで，ＩＴ化に伴う変化する弁護士と依頼者との関
係について概説する。
弁護士は，以下の説明をもとに，依頼者の資質を見極め，依頼者のために適切な
方法を選択し，手続を進めなければならない。

(2) 各論
1)

法律相談
社会のＩＴ化，新型コロナウイルス流行後のオンライン会議の広がりによ
り，オンライン相談の需要が増えており，既にオンライン相談を実施している法
律事務所も少なくはない。民事訴訟のＩＴ化と法律相談は直接関係するものでは
ないが，民事訴訟のＩＴ化によって，オンライン相談が一層身近なものとなる可
能性が高い。
法律相談は，一般的な説明をすることで足りる場合もあるが，事件の受任を
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前提として，詳細な話を聞き取り，証拠を吟味しなければならない場合もある
等，相談者の求めるものや相談内容によって，濃淡がある。
オンライン相談は，距離的な問題，健康上の問題等により，面談することが
困難な相談者の相談に対応できるという点では有益であるが，画面越しの会話と
なるため，言葉だけでは伝わりづらい機微を感じることは難しい。また，書面の
偽造の有無の点検や信頼関係の構築という点においても対面による相談の方が勝
るものといえる。
オンライン相談と対面相談には，それぞれ利点と不足する点があり，相談者
によっても重要視するところが異なることから，弁護士は，相談者の特性や状
況，相談内容等によって，相談方法を選択すべきである。
もっとも，事件を受任する場合，当該依頼者との間に一定の信頼関係が必要
であることから，オンライン相談のみで事件を受任してよいかについては慎重に
考える必要がある。特に，新規の依頼者の場合，画面越しの会話のみで信頼関係
を築くのは難しい場合が多く，本人確認をするためにも，受任に当たっては，で
きる限り，対面相談を実施すべきであると考える（なお,弁護士等による依頼者
の本人特定事項の確認及び記録保存等については,犯罪による収益の移転防止に
関する法律に基づき,日弁連の規程及び規則がある。）。
民事訴訟のＩＴ化やオンライン相談の普及によっても，相談者が置かれた状
況によって，適切に対応する必要があるという法律相談の根本は変わらないが，
法律相談料の支払や委任契約の締結等の事務手続部分では，今後，キャッシュレ
ス決済や電子契約等のＩＴ化へのニーズが一層高まる可能性が高い。
2)

訴え提起
弁護士は，依頼者からの相談を聞き取り，法的に整理し，要件事実に落とし
込む形で訴状を作成し，証拠を整理する。そして，訴訟物の価額（印紙）を計算
し，管轄を確認した上で，訴状・証拠を裁判所に提出する。その結果，裁判所に
おいて事件が係属する。この，訴状・証拠の提出が訴えの提起である。
民事訴訟がＩＴ化されたとしても，依頼者と関わる箇所，すなわち，訴え提
起の前段階に当たる，相談から訴状作成・証拠整理までの間に行うこと自体が変
わることはない。
しかし，訴状・証拠の提出の方法が民事訴訟のＩＴ化により変わってくるこ
とから，依頼者と関わる，訴え提起の前段階についても，民事訴訟のＩＴ化を意
識することが必要となる。
この点，中間試案では，訴えの提起は，裁判所の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに電子訴状等を記録する方法によりするものとされているた
め，訴状作成や証拠整理も，電子的な準備が必要になる。
したがって，訴状作成に有用な依頼者作成のメモや，依頼者が保持する証拠
の提供を受ける際には，電子的な準備を可能にするため，依頼者との間でも電子
的なやり取りが標準となる。そして，弁護士は依頼者との関係で守秘義務を負っ
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ていることから，相談者のメモや証拠について電子的に提供を受けるに際して，
送受信におけるセキュリティに配慮することが必要になる。この場合，弁護士・
法律事務所側のセキュリティ態勢を確保するだけでなく，依頼者側の電子的なセ
キュリティ態勢にも配慮し，場合によっては，別の通信手段等を提案することが
必要になる場面も考え得る。なお，弁護士・法律事務所側のセキュリティ態勢に
問題はないのか普段からチェックすることも必要となろう。また，訴え提起時に
裁判所の事件管理システムへの利用届出が必要になると考えられるが，この場
合，届出を代理人弁護士のみとするか依頼者本人も加えるかを相談し，依頼者本
人も加えるとした場合にはシステムへのアクセスに第三者が関与しないようにす
べきことを，依頼者に注意喚起することが必要になると考えられる。
このように，民事訴訟のＩＴ化により，訴えの提起の場面に関して，特にそ
の前段階において弁護士は，メモや証拠を電子的に受け取ることや，電子的なや
り取りに際してセキュリティに配慮すること（日弁連「弁護士情報セキュリティ
ガイドライン」参照）などが，依頼者との関係においても新たに求められること
になる。
3)

口頭弁論
口頭弁論については，現行法上，電話会議等の方法が認められる弁論準備手
続期日やウェブ会議等の方法が認められる証人及び当事者の尋問とは異なり，こ
れらの方法によることが認められていない。そのため，代理人弁護士は，（擬制
陳述が認められるためにあえて出頭しない期日や判決言渡し期日を除き）口頭弁
論期日に現実に出頭する必要がある。そして，その場合，依頼者と共に出頭する
かどうかは，事案の性質や進行状況，依頼者の特性等によって，都度判断し，特
に依頼者が出頭しない場合には，常に適宜の方法で期日報告を行うことによっ
て，情報を共有するとともに活動内容を説明している。
民事訴訟のＩＴ化に伴い，口頭弁論期日でも，裁判所が相当と認めるとき
は，ウェブ会議等によって行うことができるとの規律が提案されている。これに
よって，法廷への現実の出頭が必須でなくなり，弁護士の事務所において，依頼
者とともにウェブ会議で出廷する形式に代わり得るものの，依頼者がウェブ会議
で入廷するかどうかや期日報告の在り方等に変化があるということはあまり想定
し得ない。
一方，依頼者が自らのアカウントを利用して，代理人とは別の場所から口頭
弁論期日にウェブ参加する方法が認められることになった場合，依頼者と代理人
との関係に変化があり得るとの指摘もあるが，依頼者が代理人に依頼しながら，
あえて代理人と別の場所から口頭弁論期日に参加して，代理人の発言とは別に独
自の発言をする依頼者がどれほどいるのか疑問である（そもそも争点整理期日と
異なり，口頭弁論期日では口頭議論自体が活発に行われることもあまり想定され
ていないと解される。ただし,裁判官から依頼者への直接の質問がなされること
はあり得るかもしれないので，その回答も弁論の全趣旨として勘案される可能性
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を事前に依頼者に説明し，慎重に回答するように指導しておくなどの対応が考え
られようか。）。仮に，依頼者が，そのような状況での参加を希望した場合に
は，代理人がそれを妨げる理由はないと考える。そして，その上で代理人を介さ
ずに不利な発言又は従前の主張とは異なる主張をしたとすれば，それが依頼者自
らの意思であると考えられるから，委任関係の解消を検討するかは別として，そ
れを代理人が制止し得る方法はないと考える。そのため，代理人としては，依頼
者の不用意な発言によるデメリット（自白と解される可能性や相手方に対する名
誉棄損等）を事前に説明，注意することを含む依頼者との期日前の打合せの重要
性，必要性が高まると思われる。
4)

争点整理手続
民事訴訟法改正により，双方の当事者や代理人が映像を伴うウェブにて争点
整理手続に参加することが一般化することが予想される。さらに，当事者にも事
件管理システムのアカウントが割り振られ，ウェブで参加する者の接続場所に制
限がないということになれば，代理人は事務所等から争点整理手続に参加する一
方で，当事者は自宅や勤務先から争点整理手続に参加できるようになる。これに
より，当事者が争点整理手続に参加する障害は格段に低くなり，これまで以上に
当事者が争点整理手続に参加するようになる可能性がある。
他方で，法改正以前，争点整理手続の活性化の議論においては，裁判所と代
理人がいかに充実した口頭協議を行うかが議論の中心となっていた。そして，そ
こでは，当事者が口頭協議等に積極的に参加することは必ずしも想定されてこな
かったといえる。また，あるべき争点整理手続の姿を考える際に，市民のための
民事裁判＝「公正」，「迅速」な審理が求められているということが前提であっ
た。しかし，当事者の参加が一般化することで，さらに「審理に参加することに
対する満足感」や「市民に分かりやすい裁判」が求められる可能性がある。
一般的にウェブ会議の特徴として，対面での会議と比較して「フラットな議
論がしやすい」，「自分らしい発言が飛び出す」，「空気を読めず握れた感じが
しない」といった特徴があると指摘されている（堀公俊『オンライン会議の教科
書』朝日新聞出版，２０２０）。
これらのウェブ会議の特徴からすれば，当事者は，単に争点整理手続に出席
して傍観するだけでなく，口頭協議にて積極的かつ自由に発言できるようになる
可能性がある。これにより，従前，口頭協議の在り方として裁判所や代理人が共
有していたノン・コミットメントルール（①弁護士が争点整理手続において，後
日撤回する可能性を留保した暫定的発言を認めること，②裁判所は，暫定的な発
言を主張として扱わないこと，③相手方代理人は，暫定的発言を次回の準備書面
で引用したり，その発言を自白として扱うべきだという主張をしたりしないとい
うこと）や裁判所の暫定的な心証開示の意味といった争点整理手続内での暗黙の
実務慣行について，参加する当事者にどこまで理解を求めるかも問題となる。
依頼者が事件処理について積極的に関与する（Ｂモデル）の場合は，今まで
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以上に弁護士・依頼者間で，期日を迎えるに当たって入念な準備が必要となろ
う。また，Ｂモデルを前提とした形式でどのように争点整理手続を進めるかは，
弁護士会と裁判所との協議により新しいルール作りが必要となると思われる。
5)

人証調べ
人証調べ（証人尋問，当事者尋問）については，現行法上も，ウェブ会議等
の方法によることが認められているが，その要件は限定列挙され，利用は抑制的
になされている。これは，裁判所が，証人等の陳述を証言態度，雰囲気を含めて
直接で体感することによって適切に心証形成することが期待されるためであり，
当事者にとっても，証人等と直接相対して尋問，特に反対尋問を行う機会を確保
されることが手続保障として重要であるからである。
次に，ウェブ会議等の方法による人証調べを実施する場合の証人等の所在場
所について，現行法は，最高裁規則で定めるところにより行うこととしており，
この場合でも裁判所に出頭して行う旨を定めている。人証調べは，証人等から真
実の証言を得るために，厳粛な雰囲気を確保できる場所で実施されるべきである
し，第三者の不当な影響の排除の必要性，プライバシーへの配慮の必要性の観点
もあり，こうした場所的な制限は必要である。
そのため，民事訴訟がＩＴ化されたとしても，それによって，人証調べに関
する規律が大きく変わり，依頼者との関係が大きく変わることはあまり想定し得
ない。

6)

和解
弁護士は，依頼者の意思を十分に理解していても，訴訟では和解による解決
を念頭に置いている。
これは，弁護士として，あまりに複雑で多数の争点がある事件，若しくは重
要な事実が隠されているような事件を除き，事件を受任する時点でおおよその結
論（判決）が予測できているためである。当然，結果の見込みは依頼者に十分に
伝え，その上で依頼を受ける。法的に勝てない可能性が高いとしても，支払いを
分割にしてもらう，明渡しを半年後にしてもらうなど，依頼者に有利な条件を交
渉することも可能なためである。
しかし，和解案受諾の説得を弁護士がしても,依頼者が納得しないような場合
もあり，そのときには弁護士としては裁判官による説得を期待する。裁判官は，
要件事実に関する主張以外の周辺事情の主張や依頼者の資質等も考慮し，和解が
できないか依頼者を説得することになる。裁判官が述べる説明と代理人が依頼者
に行ってきた説明が同じであれば，依頼者も裁判官による和解を受け入れやす
く，解決に導くことが可能となる。
前記のような和解は，依頼者を裁判所に同伴し，裁判官と対面にて協議する
こととなる。依頼者は，裁判所の法廷又は準備室にて直接裁判官と会うことにな
り，多くの場合緊張し，静かに裁判官の話に耳を傾ける傾向にある。そして，前
記のとおり，裁判官がいうのであればこの内容で和解することもやむを得ないと
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考える。
民事訴訟がＩＴ化されることで，和解期日についてもウェブ会議等が導入さ
れる方向となる。そうすると，依頼者は代理人弁護士の事務所相談室等にてパソ
コンの画面上にて裁判官とやり取りすることとなる。依頼者としては，普段の打
合せと同様の環境で，多少の緊張はあるとしても，裁判という実感を持つことが
難しいかもしれない。裁判所内での和解のように，時間まで相手方代理人と場合
によっては相手方当事者が目の前にいる中で待機し，裁判官が入室する際は立ち
上がって一礼し，裁判官が話を始めるという独特の雰囲気はない。
このように，ＩＴ化によって和解手続がウェブ会議に置き換わると，裁判官
に対する一般的な信頼（前記弁護士と依頼者とのＡモデルと似たような関係）が
希釈されるのではないかと思われる。その結果，和解を成立させるためには，弁
護士と依頼者との信頼関係が今まで以上に強く求められることと思われる。
以上から，和解手続をウェブ会議で行うことは慎重にされるべきではないか
と考える。特に，直接裁判所で会って話をするということの有意性は十分に検討
されることが望ましい。
7)

判決と上訴
①

電子判決書の送達については，システム送達とそれができない場合にはプリ
ントアウトしたものの送達があるとのことであるが，いずれにしても，送達
先が，ａ代理人弁護士か，ｂ代理人及び当事者本人双方かによって注意すべ
き点が異なってくると思われる。現在の実務と同様にａであれば問題は生じ
ないと解されるが，ｂの方法による送達の場合は，上訴期間の起算点に注意
しないと，上訴期間の徒過によって上訴の利益を失うことになる。可能であ
れば，控訴期間の始期を代理人・当事者双方に通知するシステムが実務上採
用されてほしいところである。

②

上訴も第一審の訴訟手続と同様にＩＴ化するとあるが，例えば第一審の訴状
の提出と控訴審の控訴状の提出は異なる点があることに注意すべきである。
すなわち，①でも触れた控訴期間が存在するから，控訴はその期間内になさ
れねばならない。そのため，弁護士は今まで以上に控訴期間徒過をしないよ
うに気を付け，電子提出のミスがないことに留意すべきである。

8)

その他
前記各論で触れることができなかったが，ＩＴ化によって弁護士と依頼者の
関係に影響を与えると予想されるいくつかの点について補充する。
①

依頼者独自のアカウント
現在のところ，代理人弁護士だけでなく，当事者本人（依頼者）にも独自
のアカウントが付与される見込みである。そのアカウントを利用して，期日
に参加し，あるいは事件管理システムにアクセスできる。
それが実現されると，依頼者は今までと異なり，裁判所に出頭しなくて
も，自宅や仕事場でパソコンやスマートフォンを利用して期日に参加できる
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から，今までよりも期日に参加する依頼者が増えると思われる。また，ＩＴ
化後は，独自に主張や書証を提出することも可能になるようである。
このような場合弁護士はどう対処すべきか。やはり，弁護士は依頼者に自
分の考え方を伝え，依頼者と事前に協議すべきである。
依頼者が独自アカウントを利用して期日に出席できるとなると，今までは
考えられなかった，弁護士と依頼者が離れた状態で期日に臨むことが生じ
る。その場合，弁護士は依頼者にどう振る舞ってほしいか。少なくとも，感
情的な発言で裁判官の心証を害することは避けたいと考えるであろう。
また，準備書面や書証の提出は弁護士のみが行う方がいいと思われ，事前
にそのような説明を依頼者にして，提出してほしいものは弁護士のところに
持ってきてもらい，協議して提出するのが望ましい対応であろう。
②

依頼者への事件報告
Ｂモデルの説明で触れたが，現在，多くの弁護士は，相手方から提出され
た準備書面や書証等について，全て依頼者に交付して（その方法は手渡し，
郵送，メール添付等），報告していると思われる。
それが事件管理システムにより，依頼者独自でも事件記録にアクセスでき
ることにより，前記の交付や報告は変化すると思われる。通常考えられるの
は，「相手から書面が出ましたからご覧ください」というような案内をする
ようになることで，そうであれば，弁護士の手間は軽減される。
さらに，依頼者が弁論期日や争点整理期日に独自にウェブ会議に参加する
ことが容易になるし，依頼者が管理システムの中の期日調書を見ることも可
能になると思われるから，現在弁護士が行っている期日の報告も不要になる
かもしれない（ただし，ＩＴ化後の期日調書の記載内容によっては必要性が
なくならない可能性もあろう。）。
ただ，依頼者への報告が不要になることによって依頼者とのコミュニケー
ション不足に陥ってはならないことに注意すべきであろう。

③

依頼者との事前協議
現在の実務では口頭弁論期日や弁論準備期日に同行し，参加する依頼者は
多くなかったが，ＩＴ化後に，依頼者が自宅や勤務先からインターネットを
利用して期日に参加できるとなれば，変化が生じる可能性がある。
弁護士は依頼者が不用意な発言をして裁判官に不利な心証を形成されるこ
とを恐れるから，依頼者が同行した場合に，依頼者が勝手に発言しないよう
に注意する必要はあるが，依頼者が弁護士と別の場所から期日に参加する場
合は，その場で注意できないから，事前に協議しておく必要が生じるだろ
う。

9)

各論のまとめ
①

ＩＴ化によって依頼者が訴訟に参加することが今までよりも容易になるとい
う方向性が明確である以上，Ｂモデルの依頼者は民事訴訟の各手続段階で参
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加の機会を積極的に利用することが見込まれ，独自アカウントの付与を希望
すると思われる。
一方，Ａモデル的依頼者は独自アカウントの付与を希望しないかもしれな
い（あるいはＡモデルの依頼者がＢモデルに変わる契機となるかもしれな
い。）。
その結果，依頼者の訴訟に対する関与の程度に，今まで以上に個人差が生
まれるのではないかと考えられる。
②

依頼者が独自アカウントを用いてウェブ会議に参加する場合には，今まであ
り得なかった，依頼者が代理人弁護士と違う場所にいながら訴訟に参加する
という現象が生まれる。
弁護士が依頼者と同席している場であれば，依頼者の独自の不用意な発言
を弁護士が制止することは可能であったが，同席でないとこれが困難であ
る。
そうだとすると，今まで以上に，ウェブ会議前の打合せの必要性が高まる
と考えられる。
視点を変えると，翻って，訴訟提起の段階から，訴訟の方針や和解の可能
性や対応について，弁護士と依頼者はできるだけ意見交換し，その後の訴訟
の進行に応じてもこれを継続しなければならないであろう。
その意味で，ＩＴ化は弁護士と依頼者の関係に変化を促すといえよう。

③

一方，依頼者が独自アカウントを利用して，事件記録を閲覧することも可能
となる。
これによって，依頼者の弁護活動に対するチェックが可能になり，Ｂモデ
ルの依頼者からは，弁護士の訴訟活動（準備書面等の内容や書証の提出等）
への注文が生まれるかもしれない。
この依頼者に対する訴訟全体への可視化が進むことによって，依頼者との
関係では裁判の公開が実質化するといえるであろうし，それによって弁護士
や裁判官の訴訟に対する取組が適正化するとすれば，それは望ましい結果で
あろう。

− 71 −

第

２章

「司法弱者」を作らない！
～障がい者・高齢者や地域司法の視点から
民事裁判手続のＩＴ化を考える～

第２章 「司法弱者」を作らない！～障がい者・高齢者や地域司法の視点から民事裁判手続のＩＴ化を考える～

第２章 「司法弱者」を作らない！～障がい者・高齢者や地域司法の視点から民事
裁判手続のＩＴ化を考える～
第１
１

はじめに
本章の問題意識
国民には等しく裁判を受ける権利が保障されている（憲法３２条）。しかし，実際

には，心身の障がいの有無，年齢，経済的な格差，あるいは居住する地域等によっ
て，司法を利用する際に様々な支障を来すことがある。例えば，被告となった視覚障
がい者や知的障がい者が訴状の送達を受けても，それと認識できないまま欠席判決を
受けたり，行政事件や労働審判を最寄りの裁判所支部で取り扱っていないため，地方
在住者が遠方の本庁まで出向かなくてはならなかったりすること等がその一例であ
る。
現在，法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下「法制審議会」という。）
において，裁判手続のＩＴ化が議論されているところであるが，もし障がい者への配
慮が不十分なまま制度やシステムが設計されてしまうと，障がい者は裁判手続を利用
する機会を失いかねないことになる。また，ＩＴ化された裁判手続を利用し，その利
便性を享受するためには，パソコン等の機器やインターネットに接続する通信環境が
必要であるが，特に高齢者や生活困窮者はこのような機器や通信環境を保有していな
いか，又はその利用に習熟していない者が多く，他者との交わりが乏しい場合もあっ
て，本人サポートも受けにくいことが考えられる。このような人々にとっても，ＩＴ
化された裁判手続は利用しやすいものでなければならない。すなわち，障がい者，高
齢者，生活困窮者等でも，弁護士に依頼したい人は依頼できるように，自ら裁判手続
を行いたい人は自ら行えるように，その体制を整えることが裁判を受ける権利を真に
保障することにほかならない。
また，ＩＴ化が進めば，地方在住者にとっても出頭の負担が軽減するほか，期日の
調整が容易になって裁判の迅速化に資することが期待される反面，事件や弁護士の大
都市への集中，本庁への機能集約と裁判所支部の態勢の縮小，ひいては将来的な裁判
所支部の統廃合のおそれ等の懸念も指摘されており，ＩＴ化が地方の裁判所及び弁護
士業務に及ぼす影響も大きいと考えられる。
このような障がい者，高齢者，生活困窮者や地域司法の視点を考慮せずにＩＴ化が
進んだ場合，もともと司法を利用する上で生じていた様々な支障が更に大きくなり，
いわば「司法弱者」として置き去りにされることになりかねない。このような「司法
弱者」を決して作らないために，現状の問題点を踏まえた上で，ＩＴ化が及ぼす影響
と課題を整理し，必要な法制度や運用等を検討し，本人サポートの在り方も含めて，
裁判を受ける権利をより充実させるためのＩＴ化はいかにあるべきかを検討する必要
がある。

２

本章の構成
本章では，障がい者の視点，高齢者の視点，地域司法の視点という３つの視点か
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ら，ＩＴ化の影響と対策等を検討し，最後に本人サポートについて検討している。

(1) 障がい者の視点から
まず，障がい者の視点からは，現状でも訴訟当事者となる場合に様々な問題があ
るが，それがＩＴ化によってどうなるのか，主な障がいの特性ごとに検討した。ま
た，障がいを抱える弁護士からもヒアリングを行い，日々の業務を行う中で直面す
る問題やＩＴ化による影響を障がいの特性ごとに紹介する。対策については，憲法
や障害者の権利に関する条約，障害者基本法等から求められる水準を明らかにした
上，日弁連が法制審議会に提案した法改正・規則改正・運用改善の内容を詳しく解
説する。また，障がい者に必要な本人サポートの在り方や，障がい者用補助具とし
て現状どのようなものが裁判所に備え付けられていて，どのような点を改善すべき
かを明らかにした。なお，裁判所の障がい者用補助具の備置き状況については，最
高裁ヘの照会結果に基づき，高裁管内ごとに詳細な分析を行ったので，その分析結
果は添付資料に収録した。

(2) 高齢者の視点から
次に，高齢者の視点からは，トラブルの現状，支援の現状を明らかにした上，高
齢者には心身の機能の低下により，トラブルに直面してもそれと認識しづらくなる
ことや，トラブルと認識できても，自ら相談機関に出向くことが難しいといった特
性があることから，それを踏まえて対策等を検討した。また，当委員会では，地域
包括支援センターや介護サービスを提供する事業所に対し，高齢者が裁判手続のＩ
Ｔ化に対応できるかどうか，支援機関が高齢者のサポートを行うことができるかど
うかなどについて，ヒアリングやアンケート調査を行ったので，そのような高齢者
支援の現場の声を踏まえてサポートの在り方等を検討した。

(3) 地域司法の視点から
また，地域司法の視点からは，現状の問題として，裁判所へのアクセス，弁護士
へのアクセスの問題を取り上げ，ＩＴ化が地域司法にどのようなメリット・デメリ
ットがあるのか検討した。日弁連は，「地域に根差した司法」を目指して地域司法
の充実を訴えてきたが，ＩＴ化によって地域司法がどうなるのか，地域司法の空洞
化を防ぐためにはどうしたらよいかを検討した。当委員会では，裁判所支部管内で
業務を行う弁護士を対象にＩＴ化に関してアンケート調査を実施したので，その概
要を紹介するとともに，添付資料としてアンケートの回答と分析結果を収録した。

(4) 民事裁判手続のＩＴ化から誰も取り残さないために
最後に，ＩＴ機器を保有していない者や不慣れな者，通信環境が整っていない者
が自らＩＴ化された裁判手続に参加し，裁判を受ける権利を十分に行使するために
は，どのようなサポートが必要かについて検討した。まず，海外の状況について概
観し，国内で本人サポートを行う際の対象者や対象となる事務処理を局面ごとに分
析した上，検討が必要な事項や利益相反，守秘義務，非弁行為等特に重要な問題点
を整理した。本基調報告書で提言した本人サポートを実現するためには，予算措置
のほか，法改正が必要なものもあるが，これらを含めて国に対して必要な施策を講
じるよう求めるものである。
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日弁連は，２０１９年９月１２日，「民事裁判手続のＩＴ化における本人サポー
トに関する基本方針」を定め，これらの者に必要なサポートを提供するとしている
が，サポートの内容については，ＩＴ化の実施時までに具体的に検討を進めるとし
ていて，本稿執筆時点ではまだ具体的な内容は定まっていない。しかし，ＩＴ化を
テーマとする本シンポジウムにおいて，本人サポートの問題は極めて重要と考えた
ため，日弁連としての意見がまだ確定していない段階でも，当委員会として検討し
たところを報告することとした。本基調報告書は当委員会の調査・検討の結果をま
とめたものであって，日弁連の意見を取りまとめたものではないが，本人サポート
の部分も同様であり，今後取りまとめられる日弁連の意見と異なる点があり得るこ
とは御留意いただきたい。

第２ 障がい者の視点から
１ 障がい者の法的トラブルの現状等とＩＴ化による影響
(1) 日本の民訴法における障がい者関係の規定の現状とその不十分性
1)

現行民事訴訟法（以下「法」という。）下においては，障がい者が民事裁判手
続を利用しようとする場合に，その障がい者に対する手続上の配慮を行うための
規定がほとんど存在しない。現行法をみると，法１５４条１項に「口頭弁論に関
与する者が日本語に通じないとき，又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない
者であるときは，通訳人を立ち会わせる。ただし，耳が聞こえない者又は口がき
けない者には，文字で問い，又は陳述をさせることができる。」とする定めがあ
るにすぎない。

2)

しかし，障がい者の障がい特性には視覚，聴覚，肢体の各障がい，知的障が
い，精神障がい，発達障がい等，様々なものがあり，各障がい特性に応じて必要
な手続上の配慮も異なってくる。前記法１５４条１項は，聴覚に障がいがある者
が訴訟当事者となる場合（証人等となる場合を含む。）に対応するための規定で
あるが，その他の障がい特性には対応することができない。
そのため，これまでは必要に応じて，法６０条１項の「当事者又は訴訟代理人
は，裁判所の許可を得て，補佐人とともに出頭することができる。」との規定に
基づき，補佐人制度を利用することで対応することもあった。しかし，もともと
補佐人制度は，当事者又は訴訟代理人が必ずしも専門知識に精通しているわけで
はないことから，これを補い援助するために選任されることが多かった。したが
って，障がい者が必要とする場合に，常に選任されるわけではなく，手続上の配
慮に関する規定の不十分性は払拭されていないということができる。

3)

また，法３５条１項は，未成年者又は成年被後見人に法定代理人がない場合又
は法定代理人が代理権を行うことができない場合において，これらの者に対し訴
訟行為をしようとする者は，遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明し
て，受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができるとされて
いる。しかし，この規定は，未成年者又は成年被後見人が被告となる場合を想定
した規定であって，これらの者が原告となる場合を想定したものではない。未成
年者，成年被後見人若しくは精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状
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況にある者に対しても，必要に応じて民事裁判手続を原告として利用する機会が
確保されるべきであり，その必要性が認められる場合も生じている。これまで
は，法３５条１項を類推適用することで対応する場合もみられるが（大審院判決
昭和９年１月２３日・民集１３巻１号５７頁，最高裁判決昭和４１年７月２８
日・集民８４号２５１頁），明文の規定が存在しないことは，手続上の配慮に関
する規定の不十分性を示すものといえる。

(2) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の不十分性
1)

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消
法」という。）は，その７条において，行政機関等が，その事務又は事業を行う
に当たっては，障がい者に対して不当な差別的取扱いをしてはならないこと及び
障がい者に対して合理的配慮をしなければならないことを法的義務として定めて
いる。

2)

また，同法８条は，事業者が，その事業を行うに当たって，障がい者に対して
不当な差別的取扱いをしてはならないことを法的義務として定めるとともに，障
がい者に対して合理的配慮をすることを努力義務として定めている。

3)

このように同法は，行政機関等と事業者に対して，障害者に対する不当な差別
的取扱いの禁止と合理的配慮の提供を定めるにとどまっており，裁判所を適用対
象とはしていない。他方，最高裁は，同法の趣旨を踏まえ，「７条に規定する事
項に関し，裁判所の職員が適切に対応するために必要な事項を定めることを目
的」として，「裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応
要領」（平成２８年３月２３日最高裁判所裁判官会議議決，平成２８年４月１日
実施）（以下「裁判所対応要領」という。）を制定し，裁判所の職員（非常勤職員
を含む。）に対して，障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の
提供を求めている。ただ，この裁判所対応要領は法に基づくものではなく，法の
趣旨を踏まえたものにすぎないのであって，その制定根拠に弱さが残るといわざ
るを得ない。

(3) 障がい者が訴訟当事者となる場合の問題点
1)

はじめに
障がいのある人は，消費者被害や詐欺等から自分の身を守ることに特別の困
難を有しており，これらの被害に遭う危険性が高く，法的トラブルに巻き込まれ
やすいとの指摘がなされている。
それにもかかわらず，我が国の現行の民事訴訟手続は，障がいのない，いわ
ゆる健常者を想定してその仕組みが作られている。民事訴訟手続に関する諸法令
の中で，障がいのある人が当事者となって訴訟追行をすることを想定した規定は
ほとんどなく，僅かに，法１５４条１項が規定するのみである。
民事訴訟手続は，健常者にとっても決して敷居の低いものではないが，関係
諸法令の中に，障がいのある訴訟当事者に配慮すべきことを定めた規定が存在し
ないことにより，視覚障がい，聴覚・言語障がい，知的障がい等の障がいのある
人にとって，民事訴訟手続の敷居は，その障がいゆえに，健常者のそれとは比較
にならないほど高いものとなって立ちはだかり，結果的に，障がいのある人は民
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事訴訟手続の利用が困難な状態に陥っている。
そのような現状は，２０２０年８月から同年９月にかけて実施された「民事
裁判手続のＩＴ化に関する障がい当事者等団体アンケート」の結果及びその分析
と評価 1（同年１０月２３日。以下「分析と評価」という。なお，アンケートの
結果については日弁連ホームページにてワードファイルでのダウンロードも可能
2。
）にも表れている。分析と評価によれば，民事裁判手続のＩＴ化によっても，

現状の課題が残るだけでなく，より深化することも予想される。これらは，いず
れも「障がい特性に応じた合理的な配慮が必要である」といった抽象的な分析や
評価でとどめるのではなく，具体的な場面に即した検討が必要となると考えられ
る。
以下では，分析と評価を踏まえながら，障がいの部類ごとに現状の問題点及
び民事裁判手続のＩＴ化による影響について述べる。
2)

視覚障がいのある当事者
現行制度では，訴状をはじめとする当事者の主張に関する書類，判決等の裁
判所の判断を記載した書類，書証等の証拠，証人申請書等の手続関係書類等，一
連の民事訴訟手続のほとんどが書字情報のやり取りによって行われるため，視覚
障がいのある人は，書字情報を自由に読み書きすることができない。
特に，被告となった場合，そもそも，訴状の送達を受けても，それが訴状で
あることすら認識できないまま，現行法上，送達の効力が発生し，欠席判決が下
され，さらに，送達された書類が判決文であることを知らないまま，判決送達の
効力が発生し，控訴期間が経過することで，訴訟手続に関与することなく当該判
決が確定してしまうという深刻な事態が生じている。
では，民事裁判手続のＩＴ化がされた場合に視覚障がいのある人に対する影
響としてはどのようなものが考えられるか。まず，訴訟記録がデータ化されるこ
とで，音声の読み上げソフトや拡大閲覧に対応できるようになるというメリット
が考えられる。他方で，読み上げソフトはテキストファイル，ワードファイルや
文字情報が埋め込まれたＰＤＦファイルでなければ対応していないため，ソフト
非対応のＰＤＦデータのみでは書字情報へのアクセスが困難となる。また，写真
等の書字以外の情報も音声読み上げソフトでは対応できない。
さらに，書面の確認やウェブシステム又は機器の操作に時間を要することも
ＩＴ化により深化する問題点として懸念される。そのほか，事件管理システムに
アクセスするためのパスワード・ＩＤの入力が物理的に困難であることも問題点
として挙げられる。

3)

聴覚・言語障がいのある当事者
口頭弁論期日や弁論準備期日でのやり取り，本人尋問や証人尋問，裁判所や

1

民事裁判手続のＩＴ化に関する障がい当事者等団体アンケート結果 分析と評価（PDF ファイ
ル）（日弁連 HP）
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/human/human_rights/bunya_kekka.pdf
2
民事裁判手続のＩＴ化に関する障がい当事者等団体アンケート結果（ワードファイル）（日弁連
HP）www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/human/human_rights/bunya_itka.docx
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相手方による求釈明等の訴訟行為は，限られた時間内に口頭で会話ができること
と，音声によるやり取りを当然の前提としているため，聴覚障がいのある人に
は，裁判手続に関与することを困難にしている。
ＩＴ化によりウェブ会議等を利用した手続が実現した場合，聴覚障がいのあ
る人がこれを利用するには，手話通訳，文字による通訳，又は字幕が必要とな
る。この場合，必要な配慮がされず，例えば，ウェブ画面に手話通訳者が映らな
い，画像が小さくて見えづらい，同時に発言がされ誰が話しているのか分からな
くなるといった事態が懸念される。休憩を挟まずに１回の手続が長時間にわたる
場合，パソコン画面やモニターを見つめるのが目に負担となるといったことも考
えられる。
また，聴覚障がいのある人にとっては，ウェブ会議等による場合，目の前に
訴訟関係者がいないためコミュニケーションが取りにくい。例えば，カメラに映
っていない空間で起こっていることを把握できない（急にカメラの外にいる人が
話しはじめても誰が話しているのか分からないなど），資料等を確認しようとし
て，画面から少し目を離すと，今どのような話をしているのか分からなくなる，
質問のタイミングを逃しがちになるといったことがあり得る。
手話通訳者の派遣を行う場合は，手続の進行速度が速かったり，通訳者に事
前に資料等の情報提供がされていなかったり，通訳者が障がい特性・司法制度・
ウェブシステム・地域的又は属人的な手話表現の違いについて理解が不十分であ
ったりすること等が原因で，円滑で正確な通訳がされない可能性もある。なお，
法廷での手話通訳及び要約筆記については，現状でも，通訳に対する理解不足
（手話通訳が傍聴者の一人とみなされ，本来であれば立って行う通訳が認められ
なかった，通訳者は聞こえたこと全てを通訳する者であるにもかかわらず「これ
は通訳をしないでください」といわれた，早すぎて聞き取れなかったといった事
態）がみられ，ＩＴ化された後も引き続き課題として残る。
4)

盲ろうの当事者
視覚にも聴覚にも障がいのある盲ろう者は，いずれか単独の障がいのある人
より一層コミュニケーションを取ることが難しく，また，コミュニケーション方
法も多様であるため（触手話，指点字，手書き文字等），民事訴訟を追行するこ
とが著しく困難である。
ＩＴ化によっても，前記の視覚・聴覚障がいのある人に対する影響や課題と
同様又はそれらが重複して生じることが考えられる。

5)

知的障がいのある当事者等
民事訴訟手続においては，難解な言い回しや抽象的な概念が用いられるのが
常であるが，難解な表現や抽象的な事項を理解することが困難な知的障がいのあ
る当事者には，難解な訴訟関係書類の内容を理解することが難しい。
特に，被告となった場合，そもそも，訴状や判決文の送達を受けても，それ
がどのような書面であるかすら認識できないため，視覚障がいのある人と同様の
問題が生じる。
また，口頭弁論期日や弁論準備期日でのやり取り，本人尋問や証人尋問等に
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ついて，知的障がいのある人は，難解な言葉や複雑な言葉を直ちに理解すること
が難しい。
さらに，知的障がいのある人は，一般に暗示や誘導に乗りやすいため，視覚
障がいや聴覚障がいのある人のような情報保障的な配慮とは異なる別の観点から
の配慮が求められるという問題がある。
ＩＴ化によっても前記の問題点は生じ得る。例えば，システム送達について
は，メールを読み飛ばすほかメールに気付かず敗訴判決がされる，詐欺メールと
の区別ができない，書面の内容が難解であり受け取っても読解できないといった
おそれがある。
また，知的障がいのある人にとっては，ＰＤＦ化の作業の複雑さに対応する
ことやパスワード・ＩＤのシステムを理解することが困難でアクセスがしにくく
なることが考えられる。そもそもパソコンやスマートフォンを日常的に使用して
いない人もおり，その人たちのアクセスが困難となり得る。
さらに，知的障がいの場合，これまでは支援者が本人の顔色や仕草等から発
話を促したり気持ちを拾い上げたりしていたが，例えば，ウェブ会議での尋問
は，その場の雰囲気や当事者の様子が対面での尋問よりも伝わりにくい。そのた
め，コミュニケーションの取りづらさが懸念され，難解な言葉や複雑な言葉を直
ちに理解しにくいという現状での尋問における問題がより深化することも考えら
れる。
知的障がいのある当事者に関連して，精神障がいや発達障がいがある人にと
ってのＩＴ化による影響についても触れておきたい。まず，精神障がいや発達障
がいの特性によっては，新しいことや情報を覚えることに対する不得意さや不安
を感じやすいということがある。また，パスワードとＩＤの管理や利用方法につ
いても，第三者に知られることに対して不安を感じやすいという特性のある人も
いる。このような場合，裁判手続自体を利用できなくなってしまうおそれもあ
る。
他方で，障がいの特性により，裁判所まで行くことが困難な人や慣れない場
所での対話が難しい人については，ウェブ会議での手続の方が適するということ
も考えられる。
そのほか，精神障がいのある人の場合，疲れやすいという特性がある人もお
り，発達障がいのある人の場合，視覚・聴覚の刺激が多いと混乱しやすいといっ
た特性のある人もいる。そのため，これらの特性のある人に対しては，情報量を
制限しなければ，精神的な負担が過度に大きくなる。これは現状における問題点
でもあるが，ＩＴ化後も引き続き配慮の必要な問題である。

(4) 障がい当事者弁護士が抱える問題点
1)

はじめに
日弁連には，障がいを抱えながらも業務に携わっている弁護士もいる。そう
した障がい当事者弁護士が日々の業務の中で直面する問題点としてどのようなも
のがあるのか，また，ＩＴ化後も，出頭を要する場合や，ウェブ会議で審理する
場合には，どのような問題点が予測され，これらへの配慮としてどのようなもの
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が必要になるのか，障がい種別ごとに聞き取ったので，報告する。
2)

視覚障がいのある当事者弁護士
４人から聞き取った。４人の属性は，全員弱視である。
障がいゆえに，訴訟活動に支障が出たと回答したのは３人である。また，も
う１人も支障が出ないように，依頼者や裁判所との間で様々な事前準備を行って
配慮をしてもらっているという前提とのことなので，こうした配慮がなければ訴
訟活動に支障は出る。支障として以下のような点が挙げられた。
・証人尋問の際，相手方代理人が証人に示した書面の内容を確認できない
（１人）。
・証人尋問で，証人の供述態度，表情がよく見えない（１人）。
・席上で資料の確認をするのに時間がかかる（１人）。
・防犯カメラ映像や，字が潰れている書面が見えない（１人）。
・刑事事件ではあるが，書証，映像の証拠調べの際，証人が在廷しているも
のと思い，その後の証人尋問の際，在廷していた前提で尋問をしたとこ
ろ，実際には在廷しておらず，尋問が噛み合わなかった（１人）。
・拡大読書機の充電が切れてしまい，文字が読めなくなった（１人）。
・事務所の電話の入れ替えがあった直後の時期，電話会議があり，文字盤が
読めないために電話機の押すべきボタンが分からず，スムーズに電話を繋
げなかった（１人）。
・案内板が読めず，法廷や書記官室の場所が分からなかったため，期日に遅
れたことがあった（１人）。
・法廷では，法廷ドア付近の掲示板の期日表の確認に手間取る（１人）。
・期日の中で，「○○ページの○○行目に『・・・』と書いてあります
が，・・・」というやり取りが行われた際には，困った（１人）。
・書記官室で様々な手続きをする際，日付と氏名の自署が求められることが
あり，手の感覚だけで記載することに苦労したことがあった（１人）。
・出頭票に出頭者を記入できない（１人）。
・当日書面（証拠を含む）が出された場合に，対応に困る，受領書に署名で
きない（２人）。
・法廷での期日内で相手方から準備書面を受領し，裁判官からその期日で当
該書面を陳述とすると言われたことがあり，書面の内容どころか，その書
面が準備書面であるのか自体その場で確認できない（２人）。
支障について，４人とも裁判所や訴訟当事者から合理的配慮を受けたことは
ある。合理的配慮として以下のような点が挙げられた。
・証人尋問の際，裁判官，相手方代理人，証人の了解を得た上，書面をのぞ
き込ませてもらった（１人）。
・書画カメラを使用して代理人席のモニターに証人の映像を映し，その映像
を見ながら尋問を行った（１人）。
・相手方代理人に期日より少し早くに裁判所に来てもらい，期日前に相手方
提出証拠の原本を確認した上，期日ではその報告をすることで原本調べに
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代えた（１人）。
・延長コードを準備してもらい，拡大読書機を充電しながら期日対応をした
（１人）。
・「○○ページの○○行目に『・・・』と書いてありますが，・・・」という
やり取りに際しては，裁判官から，その該当部分の前後を長めに引用して
読み上げてもらった（１人）。
・書記官室での手続の際の自署については，氏名・事務所住所の記名印を準
備しておいて，書記官に申し出て該当箇所に押印してもらうようにした
（１人）。
・当日読み書きが必要な状況となった場合には，裁判所書記官に代筆を依頼
するか，署名に代えて職印の押印で対応してもらうようにした（１人）。
・証拠の提出については，当日，突然提出しないようにあらかじめ求めてお
いて，おおむねそのような対応をしてもらった。当日，突然出された証拠
については，口頭でその内容の説明を求めた（１人）。
3)

聴覚障がいのある当事者弁護士
３人から聞き取った。３人の属性は，重度が２人（うち１人はろう者），中度
が１人である。
障がいゆえに，３人とも訴訟活動に支障が出たとの回答である。支障として
以下のような点が挙げられた。
・裁判官や相手方の話している内容を正確に聞き取ることができない場合が
あり，手話通訳やＵＤトーク 3がないと期日で訴訟関係者の音声による発言
内容が分からない（重度２人）。
・法廷で審理された場合，裁判官や相手方代理人からの求釈明等を聞き取る
のに苦労する（中度）。
・証人尋問で当事者本人や証人の証言を聞き取るのに苦労した（中度）。
・次回期日を決める時に，「１１日」と「１７日」を聞き間違えるなどのこと
がある（中度）。
支障について，３人とも裁判所や訴訟当事者から合理的配慮を受けたことは
ある。合理的配慮として以下のような点が挙げられた。
・ＦＭ送受信機の利用を認めてもらっていた（重度１人）。
・裁判官が説明内容を筆談した（重度１人）。
・活舌によりどうしても聞き取れない裁判官が審理担当の場合，裁判所書記
官が代わりに話した（重度１人）。
・事務局の同席を認めてもらった（重度１人）。
・パソコン文字通訳による通訳の利用を認めてもらった（重度１人）。
・聴覚障がい者用のマイクの利用を認めてもらった（重度２人）。
・音声認識アプリの利用を認めてもらっている（重度２人）。

3

音声認識機能を使って聴覚障がい者のコミュニケーションを支援するほか，多言語音声認識・翻
訳機能で多言語のコミュニケーションを支援するアプリ。
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・尋問においては，音声認識の誤認識の修正担当者を法廷に入れることを許
可してもらっている（重度１人）。
・音声認識アプリの特性について相手方代理人や証人らに説明の上，話を被
せない，ハキハキ答える，マイクを利用する，といったことを徹底するよ
うに裁判官から指示をしてもらっている（重度２人）。
・手話通訳者を同行することを事前に伝え，手話通訳用の席を用意してもら
っている（重度１人）。
・手話通訳者にも分かるようにゆっくりと明瞭に話してもらっている（重度
１人）。
・審理をできるだけ弁論準備に移してもらい，そこで求釈明を改めてお願い
したり書面により改めて求釈明をお願いしたりしている（中度）。
・当事者本人や証人の証言を聞き取るのに苦労するため，マイクを利用して
もらったり，マスクを外して証言してもらったりしている（中度）。
・次回期日の指定では，期日は，曜日まで特定してもらったり，事前に期日
を次々回まで入れてもらったりしている（中度）。
4)

その他障がいのある当事者弁護士
３人から聞き取った。３人の属性は，それぞれ頸髄損傷・完全麻痺，肢体不
自由・中度，脊髄損傷・下肢機能全廃である。
障がいゆえに，訴訟活動に支障が出たと回答したのは２人である。また，も
う１人も支障が出ないように，配慮をしてもらっているという前提とのことなの
で，こうした配慮がなければ訴訟活動に支障は出る。支障として以下のような点
が挙げられた。
・四肢麻痺のため，訴訟記録等の取扱いや，メモを取ること等が困難（頸髄
損傷・完全麻痺）。
・車椅子利用のため，バリアフリー化が十分でない法廷，例えば，傍聴席か
ら法廷内部へ入るバーの扉部分が狭い（頸髄損傷・完全麻痺，脊髄損傷・
下肢機能全廃）。
・身体検査場がある裁判所へ入場する際に，弁護士入口と一般入口が別のた
め介助者と引き離されてしまい，介護者が身体検査を受けている間，介護
も受けられず，体調が悪くなった（肢体不自由・中度）。
・介護者の身体検査に時間がかかり期日に遅れそうになった（肢体不自由・
中度）。
・裁判所の１階で待ち合わせした依頼者の目の前で介護者と１０分以上引離
され，依頼者との打合せに必要な資料を出してもらうこともできず，必要
な身体介護を受けることもできなくなった（肢体不自由・中度）。
・介助者が期日中に該当の書面や資料を探すことに時間がかかる（肢体不自
由・中度）。
・期日に出頭する場合には介護者が必須だが，介護者が手配できない場合や
介護者が直前になって都合が付かなくなってキャンセルする場合もあり，
出頭に困ることがある（肢体不自由・中度）。
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・裁判所の中に，階段でしか入れず，車椅子では入ることのできない場所が
ある（肢体不自由・中度）。
・裁判所のエスカル（車椅子用階段昇降機）等の設備について，耐荷重制限
（１５０～２００ｋｇ）により，大型の電動車椅子（車体だけで２００ｋ
ｇ）では，乗車できないことがあり，行き先の法廷等に行けないことがあ
る（肢体不自由・中度）。
・地裁支部等で入り口に段差がある（脊髄損傷・下肢機能全廃）。
・法廷が２階だがエレベーターがない（脊髄損傷・下肢機能全廃）。
支障について，３人とも裁判所や訴訟当事者から合理的配慮を受けたことは
ある。合理的配慮として以下のような点が挙げられた。
・訴訟記録等の取扱いや，メモを取るに当たって，補助のために補助者の同
席を認めてもらっている（頸髄損傷・完全麻痺）。
・バリアフリー化が十分でない法廷，例えば，傍聴席から法廷内部へ入るバ
ーの扉部分が狭いなどの場合に，バー全体を少しずらしてもらっている
（頸髄損傷・完全麻痺）。
・東京地裁及び東京高裁，東京家裁，横浜地裁は，介助者も弁護士と同じ入
場口から入れるようになり，引き離されることはなくなり，合理的配慮を
受けることができるようになった（肢体不自由・中度）。
・職員に段差を抱え上げてもらった（脊髄損傷・下肢機能全廃）。
・臨時で１階の会議室で訴訟手続を行った（脊髄損傷・下肢機能全廃）。
・固定してあった椅子を工具で外して取り除いたなどの対応をしてもらった
（脊髄損傷・下肢機能全廃）。
5)

かかる現状を踏まえて，民事訴訟手続のＩＴ化により，代理人活動にどのよう
な影響が生じると思うかについて，障がい当事者弁護士からは以下のような回答
があった。
まず，聴覚に障がいのある弁護士においては，
・ウェブ会議になると，法廷よりは聞き取りやすい可能性がある。全くどの
ようになるか分からないが，大きく変わることは間違いない（中度）。
・それぞれの方法でのコミュニケーション保障方法が確立されていれば，特
段支障はないのではないか。むしろ電話会議より，ウェブ会議の方が顔を
見ることができるので，雰囲気等情報量が増えるのでありがたいと感じる
こともある（重度）。
というように，民事訴訟手続のＩＴ化により，代理人活動にメリットがある
という回答もある。これに対し，
・意思疎通に文字を必要とする弁護士にとっては，ウェブ会議において，や
り取りされる音声について字幕が不可欠である。字幕が利用できるシステ
ムにするか，それができない場合は，代理人側で音声認識アプリを使う
か，補助する者が必要である。音声認識アプリを使う場合には，明瞭な音
声を届けてもらうことが不可欠であり，マイクの性能や使い方について，
その観点からも留意してもらう必要がある（重度）。
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・代理人の方で手話通訳者を用意しなければ，裁判所でのコミュニケーショ
ンができない（重度）。
という回答のように，民事訴訟手続のＩＴ化が進んでも，裁判所や訴訟関係
者の理解と配慮は依然として必要不可欠である。
次に，視覚に障がいを抱える弁護士においては，
・裁判所に行く負担や，書面の提出（特に郵送）の手間が減るとは思う。手
続の選択肢が増えることは望ましいと思う（弱視）。
・遠方の裁判所への移動する機会が減少することが予想され，その結果，移
動に伴う事故のリスクは低減することになるから，これは一つのメリット
といえると思う（弱視）。
・書面がアクセシブルな電子データでやり取りされることとなれば，音声読
み上げソフトを使用する視覚に障がいを抱える代理人には利益となる可能
性があると考えられる（弱視）。
という回答のように，好意的に捉える回答もあるが，他方で
・事件管理システムの設計次第で，自分が利用できないようなシステムにな
らないか，心配である。例えば，事件管理システムの認証で，画像認証が
利用された場合，対応できない（弱視）。
・アクセシブルでないＰＤＦ等で送られた場合には，現状と変わらないと考
えられる（弱視）。
・普段の読み書きもほぼ全てパソコン（音声読み上げソフト）を使用してい
る場合，ウェブ会議での話し声と読み上げられる音声を同時に聞き取るこ
とが難しいため，ウェブ会議を起動しながらパソコンで書面を閲覧した
り，書き込んだりすることが非常に困難である（弱視）。
・画面が見づらく，ウェブ会議での操作に自信がない（弱視）。
・導入される事件管理システム，ウェブ会議の操作には，補助者（事務員）
のサポートが必要になると思われる。例えば，事件管理システムへの主張
書面，証拠関係書類のアップロード及びダウンロード，また，ウェブ会議
への接続操作等にはサポートが必要となることが予想される（弱視）。
・ウェブ会議による期日中に画面共有がなされて書面記載中の該当箇所や，
図面の該当箇所等が示される場合の確認方法については，どのように対応
していけばよいのか検討中である（弱視）。
という回答もあり，課題がある。また，一般的な事項として，「ウェブ会議で
は，実際に面会する場合に比べて，『視覚』という要素が重視されると感じる。
通常は，カメラに写っているから相手に見えていて当たり前，画面共有していれ
ば相手も読んでいて当たり前といったような感覚になってしまうのだと思う。抽
象的で恐縮だが，このような点で，支障が出ないか危惧されるところだ。」とい
う回答もあった。この点は，民事訴訟手続のＩＴ化が進めていく上で課題となる
と思われる。
そのほか，肢体に障がいを抱える弁護士においては，
・ウェブ会議方式等の普及により，裁判所への出頭の機会が減ると，単純に
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体力的な負担が軽減される。移動の時間，労力が省けることは障がいの有
無に関わりなく受けられる恩恵ではあるが，常に体力的に厳しい障がいを
有する者にとっては，恩恵の度合いが大きく感じる（頸髄損傷・完全麻
痺）。
・ウェブ会議方式の期日は，外出することなく事務所で参加できるので，外
出のできる介助者に限定されなくても介助を受けることが可能になり，介
助者の調整の手間が少なくなった。私の場合，ウェブ会議での不自由は今
のところほとんどない（肢体不自由・中度）。
・裁判所の場所や建物の構造によっては車椅子でアクセスすることが難しい
場合もあるため，事務所で手続を行うことができることは有益な面がある
（脊髄損傷・下肢機能全廃）。
というように，視覚に障がいを抱える弁護士と同様にメリットを感じるとい
う回答があり，現時点では，民事訴訟手続のＩＴ化が進めていく上で課題となる
ものはないようである。
以上のとおり，民事訴訟手続のＩＴ化により，障がいの部位や程度によっ
て，代理人活動に与える影響は小さくなく，これに伴う課題も明らかになった。
日常的に裁判所と関わりのある弁護士ならではの回答は，司法弱者の問題を考え
る上で，非常に参考になると思われる。

２

対策
(1) 対策として求められる水準
1)

裁判を受ける権利の保障
憲法３２条で保障されている裁判を受ける権利が，障がい者にも保障されな
ければならないことは自明の理である。しかし，前記のとおり，現行の民事裁判
手続は，障がい者にとって，多くの障壁を抱えるものとなっている。したがっ
て，民事裁判手続がＩＴ化されるに際して，これらの障壁が解消される方策をと
ることができれば，障がい者の裁判を受ける権利の保障が実質化されることにな
る。
そのためには，民事裁判手続のＩＴ化に伴い導入されるシステムが，障がい
者自身で十分な情報得ることができるだけのアクセシビリティを備えたものであ
り，かつ，障がい者自身で操作して利用することができるだけのアクセシビリテ
ィを備えたものであることが重要となる。このことは，障がい者が自らの意思に
基づいて障壁なく裁判手続を利用できることを担保することにつながり，障がい
者の自己決定権（憲法１３条）の保障の観点からも重要である。

2)

「障害者の権利に関する条約」が求める水準
また，日本は，２０１４年１月２０日，「障害者の権利に関する条約」（以下
「障害者権利条約」という。）を批准し，同条約の締約国となった。そして，同
条約１３条（司法手続の利用の機会）では，「締約国は，障害者が全ての法的手
続（捜査段階その他予備的な段階を含む。）において直接及び間接の参加者（証
人を含む。）として効果的な役割を果たすことを容易にするため，手続上の配慮
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及び年齢に適した配慮が提供されること等により，障害者が他の者との平等を
基礎として司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保する。」と定め
られている。
そして，国連の障害者権利委員会が，障害者権利条約９条（アクセシビリテ
ィ）に関して採択した一般的意見２号においても，法の執行機関や司法組織が提
供するサービスと情報通信が，障害のある人にとってアクセシブルではない場
合，司法への効果的なアクセスはあり得ない旨が明記されている。同条約５条
（平等及び無差別）に関して採択された一般的意見６号においては，同条約１３
条（司法手続の利用の機会）が定める障害者に対する「手続上の配慮」は不均衡
の概念によって制限されないこと，司法手続における理解可能かつアクセシブル
な方法による情報配信，意思疎通の多様な形式の承認及び配慮等が，障害者が司
法手続を利用する効果的な機会を確保するために必要である旨が明記されてい
る。
3)

「障害者の司法へのアクセスに関する国際原則とガイドライン」が求める水準
さらに，国連では，２０２０年８月，「障害者の司法へのアクセスに関する国
際原則とガイドライン」（International Principles and Guidelines on Access
to Justice for Persons with Disabilities）が公表されている。これは，国連
の障害者の権利に関する特別報告者（カタリーナ・デバンダス・アギラ―：コス
タリカ），障害者権利委員会，アクセシビリティに関する国連事務総長特使の三
者の名で公表されたものである。この原則は，１０項目の原則と，各原則に関す
る複数のガイドラインから構成されており，原則１においては「すべての障害者
は法的能力を有しており，障害を理由に司法へのアクセスを拒否されることはな
い。」と定める等，留意すべき内容が多く含まれている。
このような近年の障がい者をめぐる国際的な動向からも，障害者権利条約の
締約国である日本が，民事裁判手続のＩＴ化を進める上では，これらの国際水準
を満たすような制度設計がなされることが求められているといえよう。

4)

障害者基本法
そして，障害者基本法（昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号）では，
その２９条において「国又は地方公共団体は，障害者が，刑事事件若しくは少年
の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所
における民事事件，家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関
係人となつた場合において，障害者がその権利を円滑に行使できるようにするた
め，個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するととも
に，関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。」と定め
ている。

5)

ウェブアクセシビリティに関する規格
ウェブアクセシビリティに関する規格としては，ＩＳＯ（IEC40500:2012）
や，ＪＩＳ（X8341－3:2016）（以下，「ＪＩＳ－Ｘ８３４１規格」という。）が存
在する。ＪＩＳ－Ｘ８３４１規格は，前者の規格を基に，技術的内容及び構成を
変更することなく作成した日本工業規格である（ＪＩＳ－Ｘ８３４１規格の「序
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文」）。そして，この規格が適用されるウェブコンテンツとは，支援技術を含むユ
ーザエージェントによって利用者に提供されるあらゆる情報及び感覚的な体験を
指すものであり，例としては，インターネット又はイントラネットを介して提供
されるホームページ，ウェブアプリケーション，ウェブシステム等のコンテン
ツ，及びＣＤ―ＲＯＭ等の記録媒体を介して配布される電子文書が挙げられてい
る（ＪＩＳ－Ｘ８３４１規格の「０Ａ 適用範囲」）。
ＪＩＳ－Ｘ８３４１規格は，４つの原則と各原則に対する合計１２のガイド
ラインにより構成されている。４つの原則とは，知覚可能の原則，操作可能の原
則，理解可能の原則，堅ろう（牢）の原則である。また，各原則に対して示され
ている複数のガイドラインには，更に複数の基準が設定され，この基準が達成さ
れることにより，当該ウェブページがどれだけこの規格に適合しているのかを示
すための３段階のレベル（レベルＡからレベルＡＡＡ）が定められている。
高齢者や障害者を含む誰もが公的機関のホームページを円滑に利用できるよ
う，公的機関に求められる対応を定めた「みんなの公共サイト運用ガイドライ
ン」においては，２０１７年度末までに，ＪＩＳ－Ｘ８３４１規格で設定されて
いる適合レベルＡＡに準拠（試験の実施と公開）することが求められている。
民事裁判手続のＩＴ化に際しては，裁判所が人権保障の府であることが重視
されるべきであるから，裁判所のウェブアクセシビリティの水準としては，ＪＩ
Ｓ－Ｘ８３４１規格のレベルＡＡＡの達成を視野に入れたシステム構築を図るべ
きである。
具体例を示すと，例えば，「操作可能の原則」（ユーザインタフェースコンポ
ーネント及びナビゲーションは，操作可能でなければならない。）中には，「キー
ボード操作可能のガイドライン」（全ての機能をキーボードから利用できるよう
にする。）が定められているが，このガイドラインのレベルＡとしては，「キーボ
ードの達成基準」（コンテンツの全ての機能は，個々のキーストロークに特定の
タイミングを要することなく，キーボードインタフェースを通じて操作可能であ
る。）が求められ，レベルＡＡＡとしては，「キーボード（例外なし）の達成基
準」，すなわち，レベルＡの基準を例外なく達成することが求められている。
また，「理解可能の原則」（情報及びユーザインタフェースの操作は，理解可
能でなければならない）中には「入力支援のガイドライン」（利用者の間違いを
防ぎ，修正を支援する）が定められているが，このガイドラインのレベルＡとし
ては，「エラーの特定の達成基準」（入力エラーが自動的に検出された場合は，エ
ラーとなっている箇所が特定され，そのエラーが利用者にテキストで説明され
る。）が求められ，レベルＡＡＡとしては，「エラー回避（全て）の達成基準」
（利用者に情報の送信を要求するウェブページでは，次に挙げる事項のうち，少
なくとも一つを満たしていること。ここにいう「次に挙げる事項」とは，「取
消」（送信を取り消すことができる。），「チェック」（利用者が入力したデータの
入力エラーがチェックされ，利用者には修正する機会が提供される。），「確認」
（送信を完了する前に，利用者が情報の見直し，確認及び修正をするメカニズム
が利用できる。）が求められている。
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6)

小括
以上のような憲法をはじめとする国内法の定めを実質的に担保するため，ま

た，障害者権利条約の締約国である日本がその責務を果たすためにも，後記の対
策が求められている。

(2) 法改正，規則改正，運用改善に関する提案等
これまで述べてきたことを踏まえ，日弁連は，民事裁判手続がＩＴ化された場合
に，障がい者が「司法弱者」とならないための方策として，以下のとおり，必要な
法改正，同規則改正及び運用改善に向けた提案を行っている。これらの提案は，法
制審議会において「障害者のための法改正等について」（服部委員提供資料）とし
て提案がなされ，現在検討が進められているところである。
1)

一般規定の新設

「第１編第１章に，障害者が手続上効果的な役割を果たすことを容易にする
ため，その性別，年齢及び障害の状態に応じて，裁判所が必要かつ合理的な手続
上の配慮をするとの一般規定を新設する。」
本提案事項は，第１編第１章に，障がい者が手続上効果的な役割を果たすこ
とを容易にするため，裁判所が手続上の配慮をするとの一般規定を新設すること
を求めるものである。
この「手続上の配慮」は，均衡を失していることを理由に制限されないとい
う点で障害者差別解消法上の「合理的配慮」と区別することができるものであ
り，その具体例としては裁判にかけられた障がいのある人に多様な意思疎通方法
を承認することが挙げられている（一般的意見６号５１項参照）。
2)

特別代理人の要件の見直し

「未成年者，成年被後見人若しくは精神上の障害により事理を弁識する能力
を欠く常況にある者が訴訟行為をしようとする場合又はした場合にも，訴訟法上
の特別代理人（第３５条１項）の選任申立てを可能とする改正をする。」
本提案事項は，第２の１(1)3)でも指摘したとおり，判例法理（大審院判決昭
和９年１月２３日・民集１３巻４７頁，最高裁判決昭和４１年７月２８日・集民
８４号２５１頁）の明文化を求めるものである。現行法上では，後見開始相当の
状態にある者が訴訟を提起しようとする場合，後見開始審判申立てを行い，後見
人が付された後に，その後見人によって訴訟が提起されることになる。しかし，
障がい者にとっては，訴訟提起をするためだけに後見開始審判申立てを行うこと
を強いられることは不合理であろう。また，後見人が付されると，被後見人とな
る障がい者は，その後長期間にわたり，自らの財産を後見人により管理されると
いう負担や，後見人に対する報酬支払いの負担等，一定の負担を負うことにな
る。したがって，その障がい者に近しい親族や支援者が存在する場合には，その
障がい者は，自らの生活を営む上では後見人は不要であるが，訴訟を提起するた
めには必要であるという矛盾を抱え込むことになる。本提案事項は，この矛盾を
明文上も解消しようとするものである。
3)

視覚障がい者等に対する送達等に係る配慮
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「視覚障害若しくは聴覚障害により文書又は電磁的記録（音声記録を含む。）
の内容の認識が困難である旨の申出又は知的障害，精神障害（発達障害を含む。
以下同じ）等によりこれらが伝達された事実の理解が困難である旨の申出を受け
たときは，送達（システム送達を含む。），「システム直送」，電子メール，ＳＭＳ
又はＳＮＳの送信等に当たり，裁判所又は裁判所書記官が通常の方法に加えて，
障害者が当該文書又は電磁的記録の内容を了知できる方法で伝えることができる
旨の規定を新設する。
なお，具体的には，点字文書，アクセシブルな形式のＰＤＦファイル，電話
による通知，拡大読書器の貸与，手話通訳等が考えられるが，障害者の特性に応
じて適宜の方法が選択されるべきである。」
民事裁判手続においては，送達がされた事実を把握すること，あるいは，訴
状，準備書面又は証拠書類の内容を把握することが，手続の進行にとって重要な
ことはいうまでもない。しかし，障がい者は，その障がい特性ゆえに，送達の事
実の把握や，提出された文書の内容の把握が困難な場合が多く存在する。例え
ば，視覚障がい者の場合書字情報からは情報を取得することができないし，民事
裁判手続がＩＴ化された場合に利用が前提とされるＰＤＦファイルは，スクリー
ンリーダー（音声ソフト）により読み上げを行うことができないものが存在す
る。また，聴覚障がい者の場合，手話による情報取得が行われるため，書字を視
覚で捉えることはできるものの，内容を把握することが困難な場合があり得る。
精神障がい者の場合，精神状況によっては，文書の読解が困難な場合があり得る
し，知的障がい者の場合，漢字にルビが付されなければ内容を理解できない場合
がある。このような状況が放置されたまま手続が進行すれば，障がい者が訴状の
送達を認識しないまま送達の効力が生じる結果，欠席判決が下されてしまう場合
や，提出された主張書面や証拠書類の内容を理解することができない結果，適切
な反論を行えずに不利な判決が下される場合等が生じ得る。本提案事項は，障が
い者に生じる情報取得に関する障壁を解消し，もって公正な裁判を受けることが
できるようにするため，前記の障がい者に対する「手続上の配慮」の一環とし
て，障がい者から申し出がなされた場合に，裁判所又は裁判所書記官が通常の方
法に加えて，障がい者が当該文書又は電磁的記録の内容を了知できる方法で伝え
ることができる旨の規定の新設を求めるものである。
なお，具体的には，点字文書，アクセシブルな形式のＰＤＦファイル，電話
による通知，拡大読書器の貸与，手話通訳，ルビ付き文書等が考えられるが，障
がい者の特性に応じて適宜の方法が選択されるべきである。
4)

付添人の見直し等

「付添人の選任要件として，当事者の弁論能力が不十分な場合を加え，陳述
禁止を命じなくても付添人の選任を可能とする。また，弁護士であるという付添
人の資格を見直し（同時に非弁活動抑止の規定を設ける必要がある。），付添人の
権限として，当事者が聴覚障害，言語障害のみならず，視覚障害，知的障害，精
神障害等により意思疎通が困難なときにその意思疎通支援を行うこと，視覚障害
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やその他の身体障害等により事件管理システムのアップロード，ダウンロード等
が困難なときにこれを支援することを加える。さらに，当事者の意思疎通が困難
なときに，裁判所が音声認識ソフト，要約筆記，電話，筆談，触手話，指点字等
を利用して意思疎通支援をすることとし，以上の規定を新設ないし改正する。」
本提案事項は，障がい者に，その障がい特性に応じた意思疎通の手段を確保
することを求めるものである。障がい者は，自らの意思を表明することに困難を
抱えている場合があるほか，自らの意思を表明しても周囲がその真意を十分に理
解しない場合が生じている。このような事情に対応するべく，障害者基本法２９
条では，「国又は地方公共団体に対し，障害者が民事事件の当事者その他関係人
になった場合において，障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため，
個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するように配慮する」ことが
規定されており，また，国連の障害者権利委員会が公表している障害者権利条約
５条（平等及び無差別）に関する一般的意見６号においても，同条約１３条にい
う「手続上の配慮」の具体例として，裁判にかけられた障害のある人に多様な意
思疎通方法を承認することが挙げられている（６号５１項）。そこで，本提案事
項では，法１５５条（弁論能力を欠く者に対する措置）を中心とした枠組みにお
いて，このような障がい者の意思疎通手段を確保するため，その意思疎通を支援
する者を付すことを可能とする具体的提案を行っている。
まず，法１５５条１項は，「裁判所は，訴訟関係を明瞭にするために必要な陳
述をすることができない当事者，代理人又は補佐人の陳述を禁じ，口頭弁論の続
行のため新たな期日を定めることができる。」と定めているところ，本提案事項
では，同項の「必要な陳述をすることができない」との要件を緩和し，陳述が不
十分な場合を加える提案を行っている。また，「口頭弁論の続行のため新たな期
日を定めることができる」場合として，「当事者，代理人又は補佐人の陳述を禁
じ」る場合だけでなく，禁じない場合をも加える旨の提案を行っている。また，
法１５５条２項は，「前項の規定により陳述を禁じた場合において，必要がある
と認めるときは，裁判所は，弁護士の付添いを命ずることができる。」と定め，
裁判所が付添いを命じることができる者を弁護士に限定しているところ，本提案
事項では，前記提案事項である陳述を禁じる場合と禁じない場合の双方におい
て，裁判所が弁護士とともに，弁護士資格を有しない者の付添いを命じることが
できる旨の提案を行っている。具体的には，①既に訴訟代理人として弁護士が就
任している場合には，裁判所が弁護士資格を有しない者に付添いを命じ，この者
が障がい者の意思疎通支援を担うこと，②本人訴訟の場合には，裁判所が弁護士
及び弁護士資格を有しない者に付添いを命じ，弁護士付添人が訴訟行為を担い，
弁護士資格を有しない付添人が障がい者の意思疎通支援を担うことを提案するも
のである。
そして，この意思疎通を担う付添人の権限としては，a 当事者が聴覚障がい，
言語障がいのみならず，視覚障がい，知的障がい，精神障がい等により意思疎通
が困難なときにその意思疎通支援を行うこと，b 視覚障がいやその他の身体障が
い等により事件管理システムのアップロード，ダウンロード等が困難な場合にこ
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れを支援すること等，必要な意思疎通支援を幅広く検討することを求めている。
さらに，当事者の意思疎通が困難な場合には，裁判所が音声認識ソフト，要
約筆記，電話，手話通訳，筆談，触手話，指点字等を利用して意思疎通支援を図
ることをも検討対象とするよう求めている。
5)

障がい者に対する配慮に要した費用の国庫負担

「前記(2)から(4)までの措置（前記(2)については，障害者のために特別代理
人が選任された場合に限る。）を講じる費用は，国庫の負担とする。」
障害者権利条約１３条１項は，障害者に対する手続上の配慮が提供されるこ
とにより，障害者が「他の者との平等を基礎として」，司法手続を利用する効果
的な機会を有することを確保することを規定している。しかし，現行法下では，
例えば，聴覚障がい者が訴訟手続を利用しようとする場合，コミュニケーション
上必要となる手話通訳者に関する費用は訴訟費用とされ，一旦予納が必要となる
ほか，最終的には敗訴者負担とされている。この帰結は，聴覚障がい者が自らの
出捐により，自ら抱えるコミュニケーションに関する障壁を解消することを求め
るものといえる。すなわち，現行法下の制度は，本来「他の者との平等」を確保
することの責務は国が負うべきところ，これを障がい当事者に負わせるものとな
っており，障害者権利条約の求める方向に矛盾するものである。そこで，障がい
者の裁判を受ける権利を，障がいのない者と平等な水準で保障するためには，障
がい者に対して提供される手続上の配慮に関して必要となる費用については，国
庫で負担するものとする必要がある。このような法制度は，国際的に見ても，韓
国における障害者差別禁止法２６条，同施行令１７条や，アメリカにおける法廷
通訳人法においても実現しているほか，障害者の司法へのアクセスに関する国際
原則とガイドラインの第４原則，第６原則でも求められているところである。
6)

音声変換可能データの提出の促し

「当事者が視覚障害により相手方が事件管理システムに登録した情報を読み
取ることができない旨申し出たときは，裁判所は，相手方に対し，音声情報に変
換可能な情報を有する電子データ（ワード，エクセル等）の提出を促すことがで
きる旨の規定を新設する。」
第２の２(2)3)でも述べたとおり，障がい者の場合，障がい特性によって書字
情報から情報を取得することができない場合が存在する。しかし，昨今のＩＴ機
器の進展と，これに対応するためのスクリーンリーダー（音声読み上げソフト）
等の支援システムの開発により，障がい者が抱えている情報取得の場面における
障壁の解消が進められているところである。例えば，視覚障がい者の場合，テキ
ストファイル，ワードファイル又は文字情報が埋め込まれたＰＤＦファイルであ
れば，スクリーンリーダーを用いることにより文書の内容を把握することが可能
であるし，知的障がい者の場合，ワードファイルが提供されれば，そのファイル
にルビを付す加工が容易となり，情報取得がより円滑に行えるようになる。
そこで，相手方が事件管理システムに登録した情報（主張書面，証拠書類
等）について，障がい者からその登録された情報そのままではスクリーンリーダ
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ーによる読み上げができない等の申し出があることを条件として，裁判所が，手
続上の配慮の一環として，裁量的に相手方に前記電子データの提出を促すことを
可能とする提案を行った。
なお，相手方が，この裁判所からの促しに応じるかどうかは任意である。相
手方が裁判所の促しに対し，任意の提出に応じない場合には，裁判所が障がい者
に対する手続上の配慮として，音声変換可能な電子データを作成できるソフト等
を準備し，申し出た障がい者に交付する措置についても併せて検討されるべきで
ある。
7)

付添い等における考慮要素の追加等

「付添い（第２０３条の２第１項），遮蔽（第２０３条の３第１項）及び映像
等の送受信による通話の方法による尋問（第２０４条第２号）の可否を判断する
際の考慮要素に「障害」を加える。
付添いについては，障害者である当事者が口頭弁論，争点整理手続及び和解
に関与する場合に準用するものとする。」
本提案事項は，知的障がい者，精神障がい者等の精神的な不安や緊張感を軽
減し，公正な裁判を実現することを目的とするものである。これらの各条項にお
いて，証人が障がい者である場合には，その障がいの状態は現行法上の「証人の
（中略）心身の状態」（法２０４条２号）として考慮されるとも考えられるが，
あえて「障害」を考慮要素として明記することにより，証人尋問の場面において
も，裁判所が障がい者に対する手続上の配慮を行うことが重要であることを明ら
かにしようとするものである。
なお，付添い（法２０３条の２第１項）の規定については，障がい者である
当事者が口頭弁論，争点整理手続及び和解に関与する場合に準用することを提案
している。これらの場面においても，障がい者の精神的な不安や緊張感を軽減
し，公正な裁判を実現するとの要請が妥当すると考えられるためである。
8)

再審事由の追加と明文化

「訴訟手続に関与する機会がなかった者に第３３８条１項３号の再審事由が
あると認めた判例の趣旨を踏まえ，視覚障害，知的障害，精神障害等により訴訟
係属を知らないまま又はその内容を理解しないまま判決を受け，その点につき当
事者の責めに帰することができない場合の救済を可能とする再審事由の規定を新
設する。」
本提案事項は，訴訟手続に関与する機会がなかった者に３３８条１項３号の
再審事由があると認めた判例（最高裁判決平成４年９月１０日・民集４６巻６号
５５３頁，最高裁判決平成１９年３月２０日・民集６１巻２号５８６頁）の趣旨
を踏まえ，視覚障がい，知的障がい，精神障がい等により訴訟係属を知らないま
ま又はその内容を理解しないまま判決を受け，その点につき当事者の責めに帰す
ることができない場合の救済を可能とする再審事由の規定を新設することを求め
るものである。
第２の２(2)3)でも述べたとおり，障がい者の場合，障がい特性によって書字
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情報から情報を取得することができない場合が存在する。特に，視覚障がいのあ
る人や知的障がいのある人が被告となった場合，そもそも，訴状の送達を受けて
も，それが訴状であることすら認識できない結果，現行法上送達の効力が発生
し，欠席判決が下され，さらに，送達された書類が判決文であることを知らない
まま，判決送達の効力が発生し，控訴期間が経過することで，訴訟手続に関与す
ることなく当該判決が確定してしまうという深刻な事態が生じ得る（日弁連「民
事訴訟手続における障がいのある当事者に対する合理的配慮についての意見書」
２０１３年２月１５日 4参照）。
本提案事項は，訴訟手続に関与する機会がなかった者について，法３３８条
１項３号の準用を認めた判例の趣旨を踏まえ，帰責事由なく敗訴判決を受けた障
がい者の救済の途を開こうとするものである。
9)

事件記録の閲覧・謄写に対する手続上の配慮

「視覚障がい者又は聴覚障がい者が事件記録の閲覧・謄写請求をするとき
は，裁判所において，対応要領，ガイドライン等の制定や研修を通じて，その手
順の説明及び補助，手話通訳者等の意思疎通支援者の補助，音声支援システムの
導入されているコンピューターの利用等の配慮が行われるようにされたい。」
民事裁判手続がＩＴ化される場合，多くの裁判所に事件記録の閲覧謄写を行
うためのコンピューターが備え置かれることになろう。そして，障がい者が裁判
所に赴き，そのコンピューターを操作して事件記録の閲覧・謄写を行うために
は，裁判所職員による操作手順の説明や補助が必要であるし，視覚障がい者や盲
ろう者が操作する場合には，備え置かれたコンピューターに音声支援システムが
導入されていることが必要となる。このような裁判所における障がい者に対する
配慮は，裁判所対応要領にも様々な具体例が記載されているところであるが，民
事裁判手続がＩＴ化されることに伴い，裁判所職員に求められる配慮に関して，
更に研修を実施することや，必要であればガイドラインを制定することが求めら
れるであろう。

(3) 障がい者に対する本人サポートの在り方等
1)

障がい者
障がい当事者団体・支援団体から収集したアンケートの回答を踏まえると，
障がいのある当事者・訴訟関係者に必要な本人サポートについては，文書の提出
の場面，事件管理の場面，法廷での手続の場面において，概要，次のとおり整理
できる（なお，本人サポート全般については，第５を参照されたい。）。

2)

文書の提出の場面
①

文書の形式に関するサポート
主に視覚障がいのある本人に関することであるが，音声認識のできるファ
イル形式で提出される必要がある。肢体障がい，聴覚障がいのある本人に対
しては，キーボード入力に時間がかかることから，引用を容易にするため等

4

日弁連 HP 民事訴訟手続における障がいのある当事者に対する合理的配慮についての意見書
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2013/130215.html
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の理由により，文字列のコピーが可能なファイル形式で提出される必要があ
る。
②

文書作成に当たってのサポート
主に視覚障がいのある本人に関することであるが，点字で作成した資料等
を墨字にして文書化し，さらにＰＤＦ化するサポートが必要である。また，
視覚障がい者情報提供施設のような専門的な施設との連携も必要になる。主
に聴覚障がいのある本人に関することであるが，作成に当たって手話で相談
できるサポートが必要である。さらに，既存の福祉サービスを利用したサポ
ートも考えられる。例えば，盲ろうの本人については通訳介助者によるサポ
ート，知的障がいのある本人については相談支援専門員等の福祉職の相談員
によるサポートもある。
いずれのサポートも，身近な場所で相談できることが必要である。
入院中の障がい者については，障がいの部位を問わず，院内でのサポート
が必要である。
障がい者は，経済的に余裕がない場合が多いため，公費により，自己負担
なく弁護士のサポートを受けられるシステムが必要である。

③

文書の確認に当たってのサポート
いずれの障がい種別についても，文書の内容を，本人の特性に応じた方法
で，分かりやすく正確に説明するサポートが必要である。例えば，視覚障が
いのある本人については視覚障がい者情報提供施設，聴覚障がいのある本人
については手話通訳，知的障がいのある本人については「本人のことをよく
知っている方」がよい。
分かりやすく正確に説明するためには，サポートをする側に法律の専門知
識も必要になる。

3)

事件管理の場面
①

ＩＤとパスワードの取扱いに当たってのサポート
主に視覚障がいのある本人に関することであるが，音声読み上げ式とする
こと，入力に代わる郵送等の代替方法，画像認証が必要なシステムになった
場合は画像認証に代わる代替方法を設けることが必要である。
また，障がいの種別を問わず，入力をする際の人的サポートが必要であ
る。
さらに，ＩＤやパスワードを忘れたとき，間違えてロックされたとき，操
作方法が分からないときに問い合わせできるサポートが必要である。

②

本人確認についてのサポート
障がいの種別を問わず，住民票，障がい者手帳等を本人確認書類として認
めてもらうことが必要である。
また，本人確認の際にも本人だけの力では困難であるため，障がいの種別
を問わず，サポートが必要である。

③

表示画面についてのサポート
主に視覚障がい，盲ろうの本人に関することであるが，白黒反転，拡大す
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る等して文字を読みやすくする，音声読み上げ可能にする，点字ディスプレ
イで読める等の工夫をすることや，代読を認めるサポートが必要である。
いずれの障がい種別についても，表示された画面の内容を，本人の特性に
応じた方法で，分かりやすく正確に説明するサポートが必要である。
④

裁判所からの連絡についてのサポート
いずれの障がい種別についても，重要な文書であることがすぐ分かるよう
な工夫をすること，平易な言葉遣いにする，ルビを振る等，内容を分かりや
すくする工夫が必要である。
また，メール送信した日付，送信元アドレスを別途郵送する等，メールが
詐欺メール等でないことが明らかに分かるような工夫が必要である。
さらに，裁判所が開封確認できる形式にする，別途郵送する等，メールに
気付かない，チェックできない場合に備えての工夫が必要である。
主に発達障がいのある本人に関することであるが，裁判手続のスケジュー
ル，相談機関等の情報提供をしてほしいとの意見があり，この点に関するサ
ポートも必要である。
主に聴覚障がいのある本人に関することであるが，連絡内容について手話
で説明を受けたいとの意見があり，この点に関するサポートも必要である。

4)

法廷での手続の場面
①

ウェブ会議に当たってのサポート
普段のコミュニケーション手段を利用してウェブ会議に参加できるような
サポートが必要である。例えば，視覚障がいのある本人については音声ガイ
ダンスシステム，拡大読書器，データ読み上げソフトの利用が必要になる。
聴覚障がいのある本人については手話通訳，文字通訳，テレビ電話，知的障
がい者については普段付き添っている支援者の同席等が必要になる。主に視
覚障がい，聴覚障がいのある本人には，発言者は最初に名前を言う等，発言
者が誰かがすぐ分かるような工夫が必要である。
また，法律は専門用語が多いため，障がいの部位に関わらず，分かりやす
い言葉を使うこと，理解に時間がかかるため，時間的にゆとりをもって進行
すること，質問をすぐできるよう，質問カード活用等を工夫することが必要
である。

②

尋問に当たってのサポート
ウェブ会議と同様，普段のコミュニケーション手段を利用してできるよう
なサポートが必要である。また分かりやすい言葉を使う必要があることも同
様である。
また，主に視覚障がいのある本人についていえることであるが，書証を示
すとき，当該書証の内容を読み上げる代読のサポートが必要である。
さらに，主に精神障がいのある本人についていえることであるが，過度な
ストレスがかからないような工夫が必要である。

(4) 裁判所の障がい者用補助具の備置き状況等
1)

はじめに
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障がい者に対する本人サポートの在り方の一つとして，裁判所に障がい者用
補助具（以下「補助具」という。）を備え置き，それを貸与等することでサポー
トすることが考えられる。
そこで，現在裁判所に備え置かれている補助具でどの程度の本人サポートが
できるのか検討するため，裁判所における補助具の備置き状況について，公表さ
れている情報を調査するとともに，最高裁への照会を実施した。
以下では，本報告書内で取り上げている補助具について紹介した上，前記の
調査及び最高裁への照会の結果について述べる。
2)

本報告書中で取り上げている補助具について
【視覚障がい者用補助具】
本報告書では，視覚障がい者用補助具として，ルーペ，拡大読書器，点字翻
訳機器，点字ラベルライター，音声コード用機器，読み上げソフトの入った端
末，自動点訳ソフト及び点字プリンターを取り上げている。
ルーペとは，レンズで物体を拡大して見ることができる器具である。小さい
文字が大きく見えるため，弱視者でも文字を読むことができる。
拡大読書器とは，カメラで撮影した映像をモニターに大きく表示するビデオ
機器である。機器によっては文字色を変更して表示したり，白黒反転表示をした
りすることができる。パソコンのモニター程度のサイズの据置型拡大読書器と，
持ち運びが可能である携帯型拡大読書器があるが，裁判所には携帯型拡大読書器
が備え置かれているものと思われる。
点字翻訳機器とは，文字で書かれた文章を点字で書かれた文章に直す機器で
ある。
点字ラベルライターとは，点字にしたい文章を機器に入力して印刷すること
で，点字が打たれたラベルを作成することができる機器である。
音声コード用機器とは，音声コードという，印刷物に掲載された文字情報を
約２センチメートル四方の二次元コードに変換したものを作成したり，読み上げ
たりする機器である。
読み上げソフトとは，端末上のテキストデータを音声で読み上げるソフトで
ある。
自動点訳ソフトは，端末上のテキストデータを点字データに変換するソフト
である。点字データは，点字プリンターを利用することで，点字が打たれた書面
としてプリントアウトすることができる。
【聴覚障がい者用補助具】
本報告書では，聴覚障がい者用補助具として，補聴器，筆談器，骨伝導式補
聴器，磁気方式による補聴システム，音声認識アプリの入った端末，遠隔手話通
訳サービスを利用できる端末を取り上げている。
補聴器とは，マイクとイヤホンが付いた電気増幅器で，マイクで音を受け，
増幅器で大きくしてイヤホンから出力するものである。
筆談器は，筆談をするため，専用のペンでボード上に文字を記入し，記入後
に文字を削除することができる機器である。
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骨伝導式補聴器は，骨伝導を利用して，外耳や中耳を経由せずにストレート
に内耳に音を伝えることで，仮に外耳や中耳に何らかの障害があっても，その影
響を受けずに音を聞くことができる補聴器である。
磁気方式による補聴システムとは，磁気ループという，補聴器に直接音声を
送り込むための機材を利用して，雑音の少ない音声を補聴器で聴くことができる
ようにするシステムである。
音声認識アプリとは，音声を文字に変換して端末上に表示するアプリであ
る。
遠隔手話通訳サービスとは，専用アプリをインストールした端末を使うこと
で，対面ではなく，遠隔での手話通訳サービスを受けることができるものであ
る。
3)

障がい者用補助具の備置き状況の公表状況について
裁判所に備え置かれている補助具について，一部の裁判所ではホームページ
上で公表されていた。
例えば，大分地方裁判所のホームページ 5には，助聴器，筆談器，拡大読書器
が用意されているとの記載がある。また，甲府地方裁判所のホームページ 6に
は，簡易移設型補聴システム（磁気ループ），音声コード対応機器（音声コード
作成・読み上げ），点字プリンター，簡易筆談器，車椅子等の設備・機器を用意
しているとの記載がある。
なお，裁判所のホームページで「裁判所施設のバリアフリー情報」 7というペ
ージが設けられており，全裁判所のバリアフリー情報は公表されている。
もっとも，多くの裁判所では，補助具の備置き状況についてホームページ上
では公表していなかった。
また，裁判所のホームページで公表しているわけではないものの，地方裁判
所委員会 8等において，裁判所が補助具に関する情報提供を行った例があった。
例えば，第３２回新潟地方裁判所委員会（２０１６年７月１４日）の議事概
要 9によれば，点字翻訳器，音声コード読取器，拡大読書器，磁気ループ，補聴
器，筆談器等が用意されているとされている。また，東京地方裁判所委員会（２
０１７年２月１６日）において，裁判所から弁護士会に対して，補聴器，筆談
器，骨伝導式補聴器，磁気方式による補聴システム，ルーペ，拡大読書器，点字
翻訳機器，点字ラベルライター，音声コード用機器を用意しているほか，貸出用
車椅子を用意しているとの情報提供がされている

5

10。

裁判所 HP(https://www.courts.go.jp/oita/about/l3/Vcms3_00000122.html)
裁判所 HP(https://www.courts.go.jp/koufu/saibanin/hontyo/index.html)
7
裁判所 HP(https://www.courts.go.jp/courthouse/map/barrierfree/index.html)
8
地方裁判所委員会は，司法制度改革審議会の意見書に基づき，裁判所の運営に広く国民の意見を
反映するために設置された委員会である。2003 年 5 月 2 日に地方裁判所委員会規則及び家庭裁判
所委員会規則が制定され，同年 8 月 1 日から施行されている。委員の過半数は法律実務家以外の
学識経験者とされている。
9
裁判所 HP(https://www.courts.go.jp/niigata/vc-files/niigata/file/280714-32.pdf)
10 東京弁護士会「LIBRA」（2017 年 5 月号，52 頁以下）
6
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これらの調査結果からすると，補助具の備置き状況及び公表の状況は，裁判
所によって差があるものと思われる。
4)

最高裁への照会について
①

照会の目的及び照会事項
裁判所での補助具の備置き状況の公表状況が前述のとおりであったことか
ら，主に視覚障がい者・聴覚障がい者に対する裁判所の対応態勢がどのよう
になっているのか調査し，ＩＴ化を踏まえて，視覚・聴覚障がい者のために
どのような対応をとることが予定されているのか把握することを目的とし
て，日弁連は，最高裁に対して，２０２０年１０月２９日，「裁判所における
視覚・聴覚障がい者用補助具の備置状況等について（依頼）」と題する照会
（日弁連法１台２１６号。以下「本照会」という。）を実施した。
照会事項は，以下の７点である。
１

回答日時点で，最高裁判所，各高等裁判所（支部を含みます），各地方裁
判所（支部を含みます。），各家庭裁判所（支部・出張所を含みます。）に備
え付けられている視覚障がい者及び聴覚障がい者用の補助具（以下「補助
具」といいます。）の種類について，御教示ください。
(1) 以下の補助具が用意されているか，御教示ください。

【視覚障がい者用】
①ルーペ

②拡大読書器

⑤音声コード用機器

③点字翻訳機器

④点字ラベルライター

⑥読み上げソフトの入った端末

【聴覚障がい者用】
⑦補聴器

⑧筆談器

⑨骨伝導式補聴器

⑩磁気方式による補聴システム

⑪音声認識アプリの入った端末

⑫遠隔手話通訳サービスを利用できる端末
(2) 視覚障がい又は聴覚障がいに配慮した，上記以外の補助具を用意され
ている場合には，どのようなものを用意されているのか，御教示くださ
い。
２

各裁判所（支部・出張所を含みます。）において，１において回答された
各補助具以外で，視覚障がい，聴覚障がいとは別の障がいに対する配慮と
して用意されている補助具があれば，御教示ください（例：貸出用車いす，
意思伝達装置等）。

３

１及び２において回答された各補助具は，それぞれ，何台ずつ用意され
ているのか，御教示ください。

４

１及び２において回答された各補助具を用意されるにあ，障がい者又は
障がい当事者団体から意見を聴取されたことはありますか。

５

特定庁とされる裁判所において，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

Ｔｅａｍｓを利

用したウェブ争点整理を実施する際，障がいのある代理人に対して，特定
庁で手続上の配慮を実施した例がありますか。実施例がある場合には，そ
の内容を御教示ください。
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６

今後，障がい当事者及び障がいのある代理人に対する手続上の配慮とし
て，各裁判所で障がい者向けの補助具やサポートの導入を予定されていま
すか。
（例：視覚障がい者向けに，読み上げソフトの入った端末を貸与する，聴
覚障がい者向けに，音声認識アプリの入った端末を貸与する，聴覚障がい
者向けに，遠隔手話通訳サービスを利用できる端末を貸与する，パソコン
の不得手な障がい当事者向けにサポートの窓口を作る，上肢障がい者向け
のパソコン周辺機器を貸与するなど）。
導入を予定されている場合，その具体的な内容を御教示ください。また，
導入を予定している時期が決まっていれば，御教示ください。

７

６において，障がい者向けの補助具やサポートの導入を予定されている
と回答された場合，障がい者又は障がい当事者団体から意見を聴取される
予定はありますか。

②

照会結果の分析
最高裁から，２０２０年１２月２３日付で本照会に対する回答があった。
最高裁の回答によると，以下の各傾向を読み取ることができる。なお，傾
向の分析に当たって，裁判所同士で補助具を共用している場合には，共用を
受ける裁判所においてもその補助具を備え置いているものとして評価してい
る（例えば，東京家裁本庁は拡大読書器を所有していないものの，東京地裁
本庁が所有している拡大読書器を共用しているため，東京家裁本庁では拡大
読書器を備え置いているものと評価している。）。
・読み上げソフトの入った端末・音声認識アプリの入った端末・遠隔手話通
訳サービスを利用できる端末を備え置いている裁判所はなかった。
・照会事項４（各補助具を用意されるに当たって，障がい者又は障がい当事
者団体から意見を聴取したことがあるかどうか）に対して，いずれの補助
具についても，あると回答した裁判所がなかった。
・照会事項５（特定庁における手続上の配慮の実施例）について，聴覚障が
いのある代理人に関する記述として，代理人が持参した補助具の使用を認
めたことや手話通訳者の立会いを認めたことが挙げられている。裁判所が
補助具等を代理人に貸与するような事例は見当たらなかった。
・照会事項６及び７については，具体的な回答は得られなかった。
・高裁と，当該高裁所在地の地家裁本庁を比較すると，総じて，当該高裁所
在地の地家裁本庁，特に地裁本庁の方が，補助具が充実している傾向があ
る。高裁が独自に用意している補助具は少ないものの，地家裁の補助具を
共用することで補っている。
・地裁本庁に備え置かれた補助具は，東京地裁本庁に備え置かれている補助
具と比較すると，一部の種類の補助具がない地裁は多数存在するものの，
おおむね，同種類の補助具が用意されていると評価することができる。ま
た，視覚障がい者用補助具又は聴覚障がい者用補助具が全く備え置かれて
いないという地裁本庁はなかった。
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・備えている補助具の台数は，例えば事件数の多い地裁本庁だと台数を多く
備えているといった傾向を見出すことはできず，地裁本庁ごとに傾向はま
ちまちであった。
・家裁本庁に備え置かれた補助具は，東京家裁本庁に備え置かれている補助
具と比較すると，不十分な傾向がある。特に，宇都宮家裁本庁，名古屋家
裁本庁，福井家裁本庁，奈良家裁本庁，和歌山家裁本庁は視覚障がい者用
補助具の備置きがない。ただし，岡山家裁，宮崎家裁等，地裁と補助具を
共用することで，結果として多くの種類の補助具を備え置くことができて
いる裁判所はある。
・地家裁本庁と比べると，支部・出張所の補助具の備置き状況は不十分な傾
向がある。ただし，裁判員裁判を取り扱うことができる支部（福島地裁郡
山支部，東京地裁立川支部，横浜地裁小田原支部，静岡地裁沼津支部，静
岡地裁浜松支部，長野地裁松本支部，名古屋地裁岡崎支部，大阪地裁堺支
部，神戸地裁姫路支部，福岡地裁小倉支部）及び同支部と補助具を共用す
ることができる家裁支部には，比較的多くの補助具が備え置かれている。
・支部・出張所では，視覚障がい者用補助具又は聴覚障がい者用補助具が全
く備え置かれていないところも散見される。
5)

障がい当事者弁護士たちの意見・要望
このように，裁判所においては補助具の備え付け状況がまちまちであり，ア
クセシビリティが整っているという訳ではない。そこで，日常的に裁判所での訴
訟活動に関わる，障がいのある弁護士にとって，民事裁判手続のＩＴ化に関し
て，裁判所においてどのような補助具を備え置く（あるいは環境を整備する）必
要があると思うか，要望等を質問したところ，①自動点訳ソフト，②点字プリン
ター，③音声認識システム又は音声認識アプリの入った端末，④Ｗｉ－Ｆｉ環境
（音声認識アプリがダウンロードされた端末を使用するため），⑤遠隔手話通
訳，⑥補聴システムが必要だ，との回答があった。
また，補助具を備え置くというハード面だけではなく，ソフト面の整備・配
慮も必要であるとの回答であった。障がい当事者弁護士からこのような意見・
要望を聞く機会は前例のないものであり，以下のとおり回答の具体的内容を紹
介する。
まず，聴覚に障がいのある弁護士においては，いずれも音声があらゆる手段
によって可視化されることが最低限必要であるとの回答であった。その手段とし
て，字幕を提供できるように，ユニバーサルな環境整備（システム整備やルール
化，マニュアル化）をすること，字幕が利用できない場合，チャットを利用す
る，事務局等補助要員の同席を認める，音声認識アプリの利用を認める，同アプ
リの円滑な運用のためＷｉ－Ｆｉ環境を改善すること，明瞭な音声を届けるため
のマイク選択，使い方に留意するなどの配慮が必要である。それだけではなく，
証人尋問の際に，事前にリハーサル等も必要な場合があるため，弁護士が自分で
端末やマイク，音声認識ソフト等用意するのではなく，裁判所においても，音声
認識アプリが整備されていればなお良い。
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訴訟に関わる，手話通訳者や文字通訳者に関しても，例えば訴訟資料の閲覧
権限を事前に与えるなど，より正確性の高い通訳実現を図ることのできる環境整
備が必要であるという回答のほか，ウェブ会議ですら，すぐ終わる数分間の期日
のために，わざわざ手話通訳者に事務所まで来てもらうことがあるところ，リモ
ート手話通訳を利用すれば，手話通訳者は手話通訳者の自宅からウェブ会議に参
加できるので，検討してほしいという回答もあった。
また，自分１人では電話ができないので，サポートが必要だが，サポートを
受けることなく，裁判所との間で，メールで直接問合せや事務連絡等ができると
よい，という今からでも実施できそうなアクセシビリティがよいという回答もあ
った。
したがって，技術面・設備面でのアクセシビリティもさることながら，裁判
所や訴訟関係者の理解と配慮は，依然として必要不可欠である。
次に，視覚に障がいのある弁護士においては，視覚に直接関わるアクセシビ
リティが最低限必要であるとの回答であった。例えば，事件管理システムについ
ていえば，画像認証は使わないでほしい，事件管理システムの表示画面につい
て，読みにくい色合いのデザインにしないでほしいというものである。また，ウ
ェブ会議でも，キーボード操作が可能なシステム，スクリーンリーダーによる音
声ガイドが対応するシステム，文字の大きさは柔軟に変更できるようなシステ
ム，ミュートボタン等は，マークではなく文字で表示されるようなシステムにし
てほしいというものである。さらに，書面についても，全ての裁判でアクセシブ
ルな電子データの提出を義務付けることは難しいとしても，障がいのある代理人
の請求によって，ワード，エクセル，アクセシブルなＰＤＦデータ等の提出を求
めることができるようになること，用いられるＰＤＦファイルが，可能な限り，
文字情報が埋め込まれ，スクリーンリーダーで読み上げ対応ができるファイルで
あることを要望する回答が相次いだ。
さらに，その他の障がいがある弁護士からは，自宅でもウェブ会議方式の期
日に参加できるようにしてほしい（肢体不自由・中度），体力的な負担軽減等の
観点から，ウェブ会議方式等の活用を積極的に拡大してほしいという回答があ
った（頸髄損傷・完全麻痺）。一旦構築したシステムが使い勝手がよくない場合
には，直ちに使いやすいように変更するなど柔軟な対応を継続してほしいとい
うように（脊髄損傷・下肢機能全廃），アクセシブルな設備は設置すればそれで
終わりというわけではなく，障がい当事者の意見を反映させて，常に最新の技
術を採用したシステムを検討していくことを希望する声もある。
少し前であれば，音声認識アプリやスクリーンリーダーによる音声ガイドは
なかったが，技術の進歩と革新によりこのようなアクセシビリティが可能にな
ったことから，裁判所においては，常にその検討は必要である。
また，補助人の同席を前提とすれば，支障が出ることは今のところないが，
何か支障が出ることがあればその都度裁判所とも相談したい（頸髄損傷・完全
麻痺），事件管理システムについての相談窓口を設けてほしい（弱視）というよ
うに，技術面・設備面でのアクセシビリティだけではなく，裁判所や訴訟関係
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者の理解と配慮を求める声はある。
そのため，技術面・設備面でのアクセシビリティは，技術の進歩や当事者の
要望によって変わっていく，現在進行形と表現してもよい。また，障がい特性
や障がいの重さによって異なることも明らかである。そこで，「障がい当事者弁
護士や障がい当事者団体，支援者団体等の意見を聞く機会を設けてほしい。」，
「各則の規定では対応しきれないことから，総則において手続上の配慮義務を
定めることが絶対不可欠。」（いずれも弱視）との意見も出たことは紹介した
い。
6)
①

障がい者用補助具に関する改善提案等
補助具の拡充を図ること
裁判所が，民事裁判手続のＩＴ化に伴い，補助具を貸与等することで本人
サポートを行おうとした場合，裁判所に備え置くべき補助具の拡充を図る必
要がある。
裁判所に備え置くべき補助具の種類が現状で不十分であることは，最高裁
への照会の結果，読み上げソフトの入った端末・音声認識アプリの入った端
末・遠隔手話通訳サービスを利用できる端末を備え置いている裁判所はなか
ったことが判明したことからも明らかである。
また，裁判所に備え置くべき補助具の種類が現状で不十分であることは，
前述の障がい当事者弁護士に対して実施したアンケート結果からも指摘する
ことができる。
したがって，裁判所においては，今後，補助具の拡充を図る必要がある。

②

補助具の用意に当たって障がい者その他の関係者の意見を聞くこと
最高裁に対する照会において，各裁判所において，補助具を用意するに当
たり，障がいのある当事者又は障がいのある当事者団体から意見聴取を行っ
たか，という照会事項に対して，意見聴取を実施したとの回答が１つも得ら
れなかった。
これは，障害者基本法１０条２項が，「国及び地方公共団体は，障害者の自
立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては，障害者その他
の関係者の意見を聴き，その意見を尊重するよう努めなければならない。」と
していることからすれば，問題があるといわざるを得ない。
したがって，今後，補助具の用意に当たって，障がいのある当事者その他
の関係者の意見聴取を実施することが必要である。

③

裁判所ごとの補助具の格差を是正すること
最高裁への照会の結果，補助具の備置き状況は裁判所ごとにばらつきがあ
り，特に，裁判員裁判の取扱いがない地裁支部の備置き状況が，取り扱い事
件数にかかわらず不十分であることが明らかになった。特に，視覚障がい者
用補助具又は聴覚障がい者用補助具が全く備え置かれていない裁判所が存在
することも明らかになっている。
裁判所に備え置くべき補助具の種類について，地域間で格差を設ける合理
的な根拠はない。
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そのため，特に補助具の種類について裁判所間での格差が生じないように
する必要がある。
④

補助具の備置き状況を公表すること
裁判所で補助具を備え置き，拡充を図ったとしても，ホームページ等で情
報発信をしなければ，障がいのある人が利用する機会を逃してしまう可能性
が出てくる。
しかしながら，裁判所の補助具の備置き状況をホームページ等で公表して
いるのは，一部の裁判所に限られる。
そのため，全ての裁判所において，補助具の備置き状況をホームページ等
で公表するべきである。

(5) 裁判所職員への研修の重要性
障がいのある訴訟当事者に対する立法措置が講じられたとしても，裁判官や裁判
所職員の障がいのある人に対する無理解により，合理的配慮が実施されないことは
避けなくてはならない。そして，「障害者権利条約」では，その１３条２項におい
て，「締約国は，障害者が司法手続を効果的に利用することに役立てるため，司法
に係る分野に携わる者（警察官及び刑務官を含む。）に対する適当な研修を促進す
る。」と定められている。そこで，障がいの特性や障がいのある人のための合理的
配慮の内容・実施方法等に関し，裁判官や裁判所職員に対する研修を充実させるこ
とが重要となる（日弁連「民事訴訟手続における障がいのある当事者に対する合理
的配慮についての意見書」２０１３年２月１５日参照）。
こうした研修の実状について，２０１２年９月２５日に行った最高裁への照会の
結果（同年１０月２４日付け）は以下のとおりであった。
1)

裁判所職員に対する研修の実施の有無及びその具体的内容
裁判所職員総合研修所では，来庁する障がい者に対する裁判所職員の対応を
充実させる観点から，裁判所書記官を対象とした研修において，来庁者として多
く予想される裁判員候補者を主として念頭に置きつつ，障がい者への配慮の在り
方を共同討議のテーマとして取り上げて議論するなどしており，下級裁判所にお
いても，同様の観点から，研修を実施するなどしている。
なお，家庭裁判所調査官に関しては，裁判所職員総合研修所で実施する養成
課程研修等において，教育学，心理学，社会福祉学等の見地を含め，様々な角度
から障がい者に関するカリキュラムを実施している。

2)

研修用のテキスト・資料等
裁判所職員総合研修所においては，研修用のテキストとして特段のものはな
く，教官や外部講師等が作成した資料を基に講義や演習を実施している。下級裁
判所における研修についても，庁ごとに工夫していると認識している。

3)

近年の実施状況（場所・頻度等）
裁判所職員総合研修所では，裁判所書記官を対象にした前記のような研修を
ほぼ毎年実施しており，下級裁判所においても，庁によって異なるが，適宜実施
している。
なお，家庭裁判所調査官の養成課程研修は，全家庭裁判所調査官が経るもの
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であり，各研修には多数のカリキュラムが組み込まれている。
前記のとおり，裁判所では，前記照会の時点で，障がいのある人への配慮につい
て一応の研修の取組がされていたようである。しかし，前記照会の当時は，最高裁
からの回答において「来庁者として多く予想される裁判員候補者を主として念頭に
置きつつ」とあるように，障がいのある人が訴訟当事者として裁判所を利用するこ
とを念頭とした研修は不十分であることが窺われ，「障害者権利条約」１３条２
項，障害者基本法２９条の趣旨に沿う研修が実施されているとはいい難い状況にあ
った（前掲・日弁連「民事訴訟手続における障がいのある当事者に対する合理的配
慮についての意見書」参照）。
その後，最高裁は，既に触れたとおり，２０１６年に裁判所対応要領を制定し，
裁判所職員に対して，障がいのある人に対する不当な差別的取扱いの禁止と合理的
配慮の提供を求めるに至った。そのため，裁判所内における研修についても，前記
照会の当時と比較すれば，より力を注いでいるのではないかと考えられる。民事裁
判手続のＩＴ化により，現行の裁判手続の利用における課題が深化することも懸念
される中では，訴訟当事者として障がいのある人が司法アクセスを求めた場合に合
理的配慮を行えるよう，ＩＴ化による影響をも踏まえた，より効果的な研修制度を
整備することが是非とも必要である。

第３ 高齢者の視点から
１ 高齢者の法的トラブルの現状等とＩＴ化による影響
(1) 高齢者の法的トラブルの現状
高齢者

11が関わる法的トラブルとしては，相続・遺言，消費者被害，高齢者虐

待，債務整理，離婚，財産管理，成年後見，借地借家，福祉サービスの利用契約に
関する紛争等が考えられる。しかし，「高齢者をめぐるトラブルの量的増加及び質
的変化の実態については，いまだ未解明の点が多い」とされている

12。

このうち，量的な側面については，２０１６年度民事訴訟利用者調査

13によれ

ば，調査対象とされた地裁民事通常事件の当事者（自然人）のうち６０歳代の回答
者が２７．２％，７０歳代以上の回答者が２４．１％を占めている。同調査が民事
訴訟の当事者の実際の年齢構成をそのまま反映するものではないとしても

14，民

事訴訟の当事者の中には，相当な数の高齢者が含まれていると考えられ，高齢化の
進展に伴って，その数は今後も増加することが予想される。すなわち，２０２０年
版高齢社会白書

15によれば，２０１９年１０月１日時点の６５歳以上人口の割合

11

「高齢者」には一律の定義はないが，例えば，「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律」2 条 1 項では「高齢者」を 65 歳以上としている。
12
佐藤岩夫「高齢者をめぐるトラブルと対応行動－先行研究の知見と課題」（「法の経験的社会
科学の確立に向けて―村山眞雄先生古希記念」275 頁以下所収）（株式会社信山社，2019 年）
13
民事訴訟制度研究会編「2016 年民事訴訟利用者調査」22 頁以下（株式会社商事法務，2018 年）
14 同調査では，裁判の現実の利用者にそれらの年代の者が多かったとも考えられるが，それより
下の世代が仕事に忙しい等の事情で回答率が下がっているといったことも考えられると指摘され
ている。
15 内閣府 HP(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2020/html/zenbun/s1_1_1.html)
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（高齢化率）は２８．４％（３５８９万人），７５歳以上人口の割合は１４．７％
（１８４９万人）で，総人口が減少する中，高齢化率は将来にわたって上昇し，２
０３６年に３３．３％，２０６５年には３８．４％に達すると推計されている。そ
のため，高齢者の視点から民事裁判手続のＩＴ化を検討することは重要であるとい
えよう。
次に，質的な面については，当委員会では，高齢者を支援する地域包括支援セン
ターや介護サービスを提供する事業所等に対し，電話又は面談によるヒアリングや
書面によるアンケート調査を実施し（以下「支援者調査」という。），２０箇所
（人）から回答を得た。高齢者が巻き込まれた法的トラブルの内容や，オンライン
での書面の提出に高齢者が対応できるか，支援機関が高齢者をサポートできるかな
どを調査したが，この支援者調査によれば，高齢者が巻き込まれた法的トラブルの
内容としては，消費者被害，成年後見申立，虐待，債務整理等の回答が多く見られ
た。
このうち，消費者被害について見ると，２０２０年版消費者白書

16によれば，

６５歳以上の高齢者に関する消費生活相談件数は，過去１０年間では，２０１３年
以降２４万件から２７万件までの範囲で推移していたが，２０１８年は約３５．８
万件と，前年を９万件以上上回り，この１０年間で最も多くなった。２０１９年
は，約３０．８万件と，前年より減少したものの，過去１０年間で２番目に多い件
数となっている。２０１９年の消費生活相談状況を年齢層別で見ると，６５歳以上
の高齢者が全体の３３．０％を占めている。
次に，高齢者虐待について見ると，厚生労働省の２０１９年度「高齢者虐待の防
止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査
結果」 17によれば，養介護施設従事者等によるもの，養護者によるものともに，相
談・通報件数は一貫して増加しており，２０１９年度は前者が２２６７件，後者が
３万４０５７件である。このうち虐待と判断されたものは前者が６４４件，後者が
１万６９２８件である。
また，法テラスの利用状況について見ると，２０１９年版法テラス白書

18によ

れば，代理援助の事件別内訳で最も多いのは多重債務事件（自己破産とその他の合
計）で５３．３％，次に多いのが離婚等の２１．３％，その次に多いのがその他の
家事事件で１０．１％である。代理援助・書類作成援助を受けた者のうち，６０歳
から６９歳が１２．３％，７０歳以上が１０．７％となっており，６０歳以上の者

16

消費者庁 HP
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2020/white_paper_1
09.html)
17
厚生労働省 HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989_00003.html)
なお，養介護施設従事者等とは介護老人福祉施設等養介護施設又は居宅サービス事業等養介護事
業の業務に従事する者，養護者とは高齢者の世話をしている家族，親族，同居人等である。
18
日本司法支援センターHP
(https://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/kouhou/kankoubutsu/hakusyo/reiwa1nendohak
usyo.html)
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が２３％を占めている。厚生労働省の被保護者調査（令和２年１１月分概数） 19に
よれば，生活保護を受給している被保護世帯（１６２万９０８１世帯）のうち，高
齢者世帯（６５歳以上の者のみで構成又はこれに１８歳未満の未婚の者が加わった
世帯）が占める割合は５５．４％に達しており，多重債務を抱えている高齢者は相
当程度存在するものと考えられる

20。

さらに，成年後見制度の申立状況を見ると，２０１９年の新受件数

21は，後見

開始の審判（その取消を含む。保佐，補助も同じ。）が１１件，保佐開始が１万５
５１３件，補助開始が５６６１件となっている。後見が最も多く利用されている
が，増減しつつもほぼ横ばいなのに対し，保佐と補助は増加傾向にある。認知症高
齢者数は，２０２０年で６０２万人ないし６３１万人と推計されており

22，これ

に比べると成年後見制度の利用者数は少なく，成年後見制度の利用が必要でも実際
には利用していない高齢者が多数いると考えられている

23。そのため，２０１６

年５月から成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され，２０１７年３月に
は成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されており，今後も成年後見制度の利
用は増加することが見込まれる。
このように，支援者調査のみならず，各種統計的にも，高齢者の法的トラブルの
うち，消費者被害や虐待，債務整理，成年後見申立等が多くを占めていると考えら
れ，今後も増加することが見込まれる。このうち，消費者被害や経済的虐待からの
回復を求める場合は，民事裁判を利用する可能性があり，ＩＴ化の影響を受ける。
また，後記のとおり，成年後見等の家事事件や破産等の倒産事件についても，ＩＴ
化の検討が始まっており，これらの事件がＩＴ化された場合にはやはり影響を受け
ることになる。

(2) 高齢者の法的トラブルに対する支援の現状
以上のような高齢者の法的トラブルに対し，身近な相談先となっているのは，自
治体の担当部署や相談窓口，福祉事務所，地域包括支援センターや社会福祉協議会
等である。行政・福祉機関は，生活保護，介護，年金等の問題で高齢者との接点が
多く，自分自身が法的問題を抱えていることにそもそも気付いていないことが少な
くない高齢者の法的トラブルを発見する機会があり，発見した後は適切な専門機関
を紹介する振り分けを行っているとされている 24。しかし，行政・福祉関係者が法
的問題と認識できなければ専門家につなげようという発想も起こらない，専門家の
敷居が高い，個々の職員には気軽に相談できる専門家がいるとは限らないといっ
た，行政・福祉機関から専門家へのアクセスを阻害する要因も指摘されている 25。
また，精神的・身体的問題を抱えている高齢者の場合，法律相談の必要性を説明さ
19

厚生労働省 HP(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2020/11.html)
山口絢「高齢者のための法的支援 法律相談へのアクセスと専門機関の役割」14 頁（東京大学
出版会，2020 年）
21
裁判所 HP(https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/974/011974.pdf)
22
内閣府 HP(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_2_3.html)
23
山口・前掲注 20)15 頁
24
山口・前掲注 20)22 頁以下
25
山口・前掲注 20)146 頁以下
20
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れ，相談機関を紹介されても，実際に相談に行くことは容易ではない。
これに対し，日弁連では，各弁護士会が対応すべき標準的な事業を「ひまわりあ
んしん事業」として策定し，実施の要請と支援を行っている 26。「ひまわりあんし
ん事業」においては，①高齢者・障がい者の権利擁護の実現，②高齢者・障がい者
の司法アクセス障害の改善，③高齢者・障がい者専門法律相談（特に電話相談・出
張相談）の活性化，④ワンストップサービスの実現，⑤福祉関係機関とのネットワ
ーク構築という５つの柱を立て，具体的な取組目標を設定しており，これに応じて
各弁護士会が高齢者のための電話相談や出張相談等を行っている。
次に，法テラスでは，総合法律支援法の改正により，２０１８年１月から，高齢
や障がい等により，認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられてい
るおそれがある者（特定援助対象者）を対象に，資力にかかわらず，地域包括支援
センターや社会福祉協議会等の支援者からの申込みで，弁護士・司法書士が自宅や
入所施設への出張法律相談を行う制度が開始されている。ただし，これに対して
は，援助の対象が「近隣に居住する親族がいないことその他の理由により弁護士，
弁護士法人又は隣接法律専門職者のサービスの提供を自発的に求めることが期待で
きないもの」（総合法律支援法３０条１項３号）に限定されたことや，一定の資力
以上の者には費用負担が求められることになったことから，高齢者・障がい者に対
する支援としては不徹底な点もあるとの指摘もある

27。また，認知機能が不十分

でなくても，身体機能が低下している高齢者や，心理的・社会的に周囲から孤立し
ている人々等，自発的に弁護士等へアクセスしにくい人々は多数存在するとの指摘
もある

28。

(3) 高齢者の特徴とＩＴ化による影響
従来から，司法アクセス障害として，「距離」「費用」「情報」「心理」という４つ
のバリアが指摘されているが
あるとの指摘がある

29，第５のバリアとして「認知」に注目する必要が

30。高齢者は，記憶力や学習能力の低下，認知機能の低下に

より，法的トラブルに直面しても，それと認識しづらくなっている。仮にトラブル
と認識できたとしても，高齢者の場合，心身の機能の低下のほか，近くに相談する
人がいなかったり，交通手段が乏しかったりして，相談機関・支援機関に自ら出向
くことが難しい場合もある。このような高齢者に特有の司法アクセス障害があるこ
とに加えて，裁判手続がＩＴ化されれば，ＩＴ機器を持っていない，あるいはＩＴ
機器を使いこなす能力に乏しい高齢者は，ＩＴへの心理的ハードルも相まって，司
法へのアクセスが一層困難になるおそれがある。
総務省の２０２０年情報通信白書

31によれば，２０１９年は前年より６０歳以

26

日弁連 HP(https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/aged_shien.html#himawarianshin)
佐藤・前掲注 12)282 頁
28 濱野亮「地域連携ネットワークと司法ソーシャルワーク」（日弁連法務研究財団「法と実務
vol.13」104 頁以下所収）（株式会社商事法務，2017 年）
29 山本和彦「総合法律支援の現状と課題－民事司法の視点から」総合法律支援論叢第 1 号 7 頁
（2012 年）
30
佐藤・前掲注 12)287 頁
31
総務省 HP(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_2_3.html)
27
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上のインターネット利用率が大きく上昇し，７０代で７４．２％（前年は５１．
０％），８０代で５７．５％（前年は２１．５％）とされている。しかし，逆にい
うと，いまだ７０代では２５．８％，８０代では４２．５％がインターネットを利
用していないということになる。全体の利用率は８９．８％（前年は７９．８％）
なので，やはり高齢者の利用率は低いといわざるを得ない。高齢者に関する消費生
活相談について相談件数が上位の商品・サービスはインターネット関連なので 32，
このようなインターネットの利用率やＩＴに対する知識不足は高齢者が消費者被害
に遭う背景のひとつといえよう。裁判手続がＩＴ化された場合，ＩＴに関する知識
に乏しい高齢者を狙って，裁判手続を騙った架空請求等が増えるおそれもある。
支援者調査でも，高齢者本人がパソコンやスマートフォン等のＩＴ機器を操作し
てオンラインでの書類の提出に対応できるか尋ねたところ，ほぼ例外なく高齢者本
人が対応するのは難しいという回答であった。その理由としては，そもそもＩＴ機
器を持っていないという回答が多かったほか，ＩＴ機器への抵抗感を指摘する意見
もあった。また，家族も高齢化していることや，本人との関係性やＩＴ機器を操作
する能力には差があり，家族が対応できるかは一概にはいえないという回答が多か
った。
２０２０年版高齢社会白書

33によれば，２０１８年で，６５歳以上の者のいる

世帯（約２４９３万世帯）のうち，単独世帯は２７．４％，夫婦のみの世帯は３
２．３％となっており，単独世帯・夫婦のみ世帯の合計は約６割（約１４８８万世
帯）に達している。しかも，６５歳威上の１人暮らしの人は男女とも増加傾向にあ
る。これは，同居家族として，ＩＴ機器を使いこなせる若い世代からの支援を受け
られない高齢者が多いということを示している。

(4) 民事訴訟事件のＩＴ化の影響
高齢者が民事訴訟の当事者となる場合としては，先に述べた消費者被害や経済的
虐待からの回復を求める訴訟や，保有資産（例えば借地借家）に関する訴訟等が考
えられるが，高齢者に特有の民事訴訟の事件類型に関するデータはないと思われ
る。そこで，「民事訴訟法（ＩＴ化関係）等の改正に関する中間試案」（以下「中間
試案」という。）を前提にして，一般的な民事訴訟の流れに沿って，裁判手続のＩ
Ｔ化が高齢者に与える影響を考える。
まず，ＩＴ化された裁判手続を利用するためには，事件管理システムへの登録が
必要であるが，事件管理システムへの登録にはメールアドレスの届出が必要なの
で，そもそも機器を持っていない人やインターネットに接続する通信環境が整って
いない人は利用できないし，これらの機器や環境が整っていても，メールアドレス
を保有しているか，新規に取得しないと，利用できない。オンライン申立てと書面
申立てとが併存している間は書面で提出できるとしても，オンライン申立てが義務

32

消費者庁 HP
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2020/white_paper_1
09.html)
33
内閣府 HP(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2020/html/zenbun/s1_1_3.html)
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化された場合は，例外要件

34に該当しない限り，自身では申立てができないこと

になる。
仮に申立てができたとしても，相手方がオンライン提出した書面については，届
け出たアドレスに提出の事実についてのみメールで通知がくることになっており，
このメールによる通知を受け取ってから裁判所が管理するシステムにアクセスし，
相手方の書面を閲覧又はダウンロードすることができないと，裁判を進めることが
できない。書面が提出された旨のメールが発せられてから一定期間が経過すると書
面を閲覧したとみなされてしまうので，メールのチェックを怠ると，思わぬ不利益
を受けることになりかねない。老化による認知機能の低下がもの忘れから始まるこ
とを考えるとそのリスクは極めて高いといわざるを得ない。
また，口頭弁論や弁論準備手続等では，裁判所に出向くことができなくても，ウ
ェブ会議を利用して裁判に参加することもできるようになるが，この場合は，自身
の所在場所にカメラやマイクを搭載したパソコン等の機器が存在し，通信環境も整
っているだけでなく，本人がそれを自由に使用することが可能であって，さらに機
器やウェブ会議システム（当面はマイクロソフト社のＴｅａｍｓ）等のソフトの使
い方も分かっていなければならない。電子化された訴訟記録の閲覧や謄写（複製）
も，機器や通信環境が整っていなければ，裁判所に出向く必要がある。
このように主な場面を見ても，高齢者が，ＩＴ化された裁判手続を何らのサポー
トなしに自ら行うことは相当困難といえよう。前記の情報通信白書によれば，イン
ターネットの利用目的（複数回答可）は，６０歳以上だと，電子メールの送受信が
７５．６％，情報検索が７２．７％とされているため，自ら書面をＰＤＦ化した
り，事件管理システムにアクセスしてデータをアップロード・ダウンロードした
り，ウェブ会議システムを使ったりすることは難しいと考えられる。

(5) 家事事件等にＩＴ化が拡大した場合の影響
２０２０年７月の政府の成長戦略フォローアップ

35では，２０２０年度中に家

事事件や保全・執行・倒産手続等のＩＴ化のスケジュールを検討するとされていた
が，２０２１年４月，公益社団法人商事法務研究会に「家事事件手続及び民事保
全，執行，倒産手続等ＩＴ化研究会」が発足し，家事事件等についてもＩＴ化の検
討が始まった。そこでは，家事事件等でもオンライン申立てをできるようにするこ
と及びその義務化の是非や，事件記録の電子化，ウェブ会議による手続参加の是非
等が検討される予定である。そうすると，家事事件等についても，ＩＴ化された場
合は，機器や通信環境が必要であるほか，メールアドレス，データのアップロー
ド・ダウンロード，ウェブ会議システムの利用等は民事訴訟手続と共通すると思わ
れる。他方，特に家事事件については，手続代理人を依頼せず，本人自ら対応する

34中間試案は，オンライン申立ての義務化の例外として，「電子情報処理組織を用いてすることが

できないやむを得ない事情があると認めるときは，この限りでない。」としている。その補足説
明は，「インターネットの環境から物理的に遮断されている者による申立等が想定される。」と
しつつ，「やむを得ない事情の内容については，引き続き検討する必要があると思われる。」と
している。
35
成長戦略ポータルサイト(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/pdf/fu2021.pdf)
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ことが多いことから，民事訴訟手続とは異なる考慮も必要である。
そして，例えば，家事事件のうち，成年後見関係事件の申立てや財産目録等の提
出がＩＴ化された場合は，後見開始の申立てを高齢の親族が行う場合や，高齢の親
族後見人が業務を行う場合，申立てや後見人としての業務に支障が生じるおそれが
ある。前記のとおり，法テラスでは，認知機能が十分でない「特定援助対象者」の
ための出張法律相談を実施しているが，その事件別内訳は「成年後見等」が５４．
１％（一般相談では１．１％）を占めている

36。すなわち，
「特定援助対象者」と

して出張法律相談が必要となった高齢者の半分以上は成年後見関係事件の相談であ
って，特にこの分野での潜在的需要が大きいことが推測される。したがって，成年
後見関係事件がＩＴ化された場合の高齢者に与える影響は大きいと考えられる。ま
た，遺産分割調停や離婚調停等，高齢者が当事者となる場合も多い家事調停事件が
ＩＴ化され，ウェブ会議で調停に出席できるようになったとしても，前記のとお
り，一定のサポートがなければ高齢者の手続への参加が容易になるわけではない。
その他，相続放棄手続がＩＴ化された場合，配偶者が残した債務の負担を免れたい
と考えた他方配偶者が，熟慮期間の制限がある中でＩＴ化に対応できないときの影
響は深刻である。家事事件でオンライン申立てが義務化されるかどうかや，義務化
されるとしてもその対象となる事件の範囲がどうなるか

37はこれからの議論によ

るが，義務化されないまでも，ＩＴ化への誘導によって紙での申立てがしにくくな
ったら，やはり高齢者に与える影響は大きい。
また，高齢者の法的トラブルの典型例として，認知機能の問題等から，多重債務
を放置していたことが，支援者が自宅を訪ねた際，たまたま債権者からの督促状等
を発見して発覚するケースが少なくない。この場合の法的手続としては，破産や個
人再生が考えられるが，倒産手続のＩＴ化の検討も始まったところであり，破産や
個人再生の申立てがＩＴ化された場合，高齢者が自ら申立てをすることは現状より
更に困難となる。

２ 対策
(1) 支援機関の連携強化
裁判手続のＩＴ化に向けた高齢者の対策としては，基本的には，専門家と支援機
関を含めた多職種連携を強化することで，高齢者の法的トラブルを早期に発見し，
専門家につなげていくことが引き続き重要である。
前記のとおり，高齢者は，法的トラブルに遭遇してもそれを認識できないことも
多く，支援機関や親族が早期に発見することがまず第一歩である。法的トラブルに
遭遇した高齢者は，法的支援の他に生活支援が必要であることも多く，専門家だけ
36

前掲・日本司法支援センター
HP(https://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/kouhou/kankoubutsu/hakusyo/reiwa1nendoh
akusyo.files/r1hujyo.pdf)
37
家事事件には，家事事件手続法別表第 1 に掲げる事項についての審判事件，同法別表第 2 に掲
げる事項についての審判事件及びその調停事件，一般調停事件があり，さらに人事訴訟事件があ
って，当事者が対立する構造か否かや，弁護士が関与する割合にも差があること等から，各事件
の特性に応じて検討する必要があると考えられる。

− 112 −

第２章 「司法弱者」を作らない！～障がい者・高齢者や地域司法の視点から民事裁判手続のＩＴ化を考える～

ではなく，多職種の連携によって総合的に支援していく必要がある。裁判手続がＩ
Ｔ化された後は，出向いて行って相談・支援を行う「アウトリーチ」の手法と多職
種連携はより一層重要といえよう。

(2) 高齢者に対する本人サポート
このように，ＩＴ化後も高齢者が裁判手続を利用することが困難にならないよう
にするためには，専門家につなげることが重要であるが，専門家に依頼しないでＩ
Ｔ化された裁判手続を自ら行いたいと考える者のためには，それを行えるようにサ
ポートし，裁判を受ける権利を保障する必要がある。
1)

支援機関によるサポート
まず，地域包括支援センターの職員，介護サービス提供事業所の職員等が，
ソフトウェアの利用規約に反しない限度で，メールアドレスの取得，書類のＰＤ
Ｆ化やアップロード・ダウンロードをサポートすることが考えられる。
しかし，支援者調査では，このような支援機関によるサポートは難しいとい
う回答がほとんどであった。その理由としては，職員の中にもＩＴ機器を操作す
るスキルには差があること，操作をミスした場合の責任を負えないこと，法的知
識が乏しいこと，現在の仕事だけで手一杯であり，介護保険の対象外の業務まで
行う余裕はないこと等が挙げられた。施設の機器を本人に貸与することも，日常
的な人材・機材の不足や業務過多，セキュリティやデータ管理等の面から消極的
な回答が多かった。また，自治体直営の地域包括支援センターでは，中立性の観
点から，紛争の一方当事者のサポートはできないという回答もあった。誰がどの
ようにサポートすべきかについては，ＩＴ面だけの支援を求める高齢者は想定し
難く，法的支援が必要になったときのために専門家が関わるとともに，高齢者は
認知症の影響等から自分で判断することが難しかったり，コミュニケーション自
体が難しかったりすることもあるので，意思疎通支援・意思決定支援のため，支
援機関の職員が連携して対応する必要を指摘する回答が多かった。
仮に，支援機関がサポートするとしても，自分が手伝うことで本人にどのよ
うなメリット・デメリットをもたらすのか（例えば，準備書面のアップロードが
どのような意味を持つのか，ダウンロードによる送達・送付の効果は何か）がよ
く分かっていないと，サポートすることにためらいが生じるという指摘や，支援
機関によるサポートを介護保険の適用対象として業務や責任の範囲を明確にし，
それに対する報酬についても制度化される必要があるとの指摘や，研修やマニュ
アルが必要であるとの指摘もあった。
このような支援者調査の結果を踏まえると，支援機関が単独で高齢者のサポ
ートをするのは容易ではない。現在検討されている事件管理システムが一般の人
にも操作しやすく構築されるのは当然として，その操作の仕方や操作の意味を裁
判所のホームページ等で公開し，かつその説明は一般の人にも分かるように平易
な用語でなされることが第一歩といえよう。
さらに，家事事件がＩＴ化された場合，現在でも成年後見申立ての支援を行
っている地域包括支援センターのサポートがますます重要になると考えられる。
そのため，家事事件のＩＴ化を検討するに当たっては，民事訴訟事件のＩＴ化よ
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りも，一般の人の利用を想定した制度設計が一層求められる。支援者調査でも指
摘されていたとおり，支援機関の職員に対する研修やマニュアル等も必要になろ
う。
2)

弁護士・弁護士会によるサポート
本人サポート全般については，後記第５記載のとおりである。弁護士会が本
人サポートを行う担当者名簿を作成し，サポートの申込みがあった場合には，名
簿に従って弁護士を紹介し，当該弁護士が実際のサポート業務を行うこととし，
本人サポートの内容については，日弁連が最低限の内容を定め，各弁護士会が実
情に応じてそれを上回るサポートを行うことも可能としている。ただ，高齢者の
場合，書類のＰＤＦ化とアップロード等，最低限のサポートを受けるだけでは，
その先の裁判手続を自力で進めることは困難である。メールでの通知の受領や書
類のダウンロード，ウェブ会議での期日等，手続の全般をサポートする必要が一
般の人の場合より高い。そのため，各弁護士会としては，一般の本人サポートを
取り扱う名簿を整えるだけではなく，さらにそれを超えて，弁護士のアカウント
とメールアドレスを利用したメールでの通知の受領や書類のダウンロード，ウェ
ブ会議でのサポートまで対応する特別の名簿を用意し，要請があれば高齢者のサ
ポートに対応できるようにすることを検討すべきである。

3)

法テラスによるサポート
法テラスの特定援助対象者援助事業の要件を緩和し，「認知機能が十分でない
ため」とか，「近隣に居住する親族がいないことその他の理由により弁護士，弁
護士法人又は隣接法律専門職者のサービスの提供を自発的に求めることが期待で
きない」といった要件を撤廃した上，支援機関からの申込みに限らず，高齢者自
らも申込みをできるようにして，高齢者に対する出張相談を拡大することが考え
られる。しかし，公共交通機関が整備されている都市部はともかく，特に地方で
は移動にも時間と労力を要するため，現在の法テラスの報酬基準

38で，高齢者

のために弁護士が出張して相談に応じたり，ＩＴ面の本人サポートをしたりする
のは相当な負担である。法律相談費や出張手当の大幅な増額が必要である。
4)

サポート拠点の拡大と出張サポート
まず，第一次的には，裁判所で本人サポートの拠点と設備を整えるべきであ
り，その拠点は，地家裁支部はもちろん，簡裁・家裁出張所にも拠点と設備を設
け，それを利用しようとする本人に使い方等を教示する職員を配置すべきであ
る。インターネットを経由した情報の収集が困難な高齢者にとっては，庁舎の窓
口における手続案内は必要不可欠である。また，高齢者の場合，前記の特徴か
ら，自ら進んで本人サポートの拠点に出向くことを前提とした制度設計だけでは
不十分である

39。高齢者の場合，出張してのサポートが不可欠であり，それを

38

現在の「法律相談援助費用等支出基準」によれば，法律相談費と別に支払われる出張手当は，
往復 90 分以下で 5500 円，往復 90 分を超え 180 分以下のときで 11000 円である（民事法律扶助業
務運営細則別表 1）。
39
現在，総務省では，高齢者等がスマホの操作等について身近な場所で身近な人から ICT を学べ
る環境作りを推進する「デジタル活用支援員」の仕組みを検討している（総務省 HP
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弁護士・弁護士会だけに委ねるのは不適当である。裁判所自らもＩＴ弱者に対す
る出張サポートを検討すべきである。例えば，一部の地域で，簡易裁判所及び家
庭裁判所の職員が自治体等の施設において民事受付相談，民事・家事手続案内等
の相談業務を実施する出張事件処理が行われているが，廃止された箇所も含め
て，これを復活・拡大させるなどして，出張事件処理の際に本人サポートを行う
こと等が考えられる。

第４ 地域司法の視点から
１ 地域住民の司法へのアクセスの現状と問題点
(1) 裁判所（本庁・支部）へのアクセス
1)

現在，地方裁判所本庁は全国に５０箇所，地方裁判所支部は２０３箇所存在し
ている。この数字だけを見れば，裁判所が全国各地にくまなく設置されているよ
うにも見える。しかし，実際には，全国各地の地域住民全てが裁判所への容易な
アクセスを確保しているとはいえないのが現状である。
例えば，「枝幸ひまわり基金法律事務所」が所在する北海道枝幸郡枝幸町（２
０２０年１１月末時点での人口は７８６０人。）は，最も近い旭川地方裁判所名
寄支部でさえ片道９０ｋｍ以上の距離があり，自動車でも片道約１時間３０分の
時間がかかる。また，公共交通機関はバスのみであり，本庁の所在する旭川市や
最寄りの名寄支部までは１日２便のバスを利用するしかない。その場合，枝幸町
から旭川市までは片道４時間弱かかるため，地域住民にとっては，日帰りで裁判
所へ出頭することが不可能ではないにせよ非常に困難である。加えて，枝幸町か
ら旭川市までのバス代は往復８５００円と決して安くはない。距離・時間に加え
て，費用の面からも地域住民にとって裁判所を利用することの敷居は高い。
これは一例に過ぎず，全国各地にこのような場所がいまだ点在するのが現状
である（その他の例として，青森地裁本庁管轄の青森県佐井村や奈良地裁五條支
部管轄の奈良県十津川村がある。佐井村は，むつ簡易裁判所まで自動車で約１時
間３０分，バスで約２時間かかる。青森本庁まで自動車で約３時間３０分，船で
約２時間３０分かかる。十津川村は，五條支部まで自動車で約１時間３０分，バ
スで約２時間３０分かかる。）。

2)

また，いずれの裁判所支部でも行政事件や簡易裁判所事件の控訴事件は取り扱
われていない。労働審判は一部の支部でしか扱われておらず，支部によっては破
産管財事件や執行事件も取り扱われていない。そのような地域の住民は，時間や
距離，費用の面からだけではなく，そもそもの事件の種類によっても裁判所の利
用に制約を受けている。

3)

さらに，裁判官が常駐していない，いわゆる裁判官非常駐支部については，日

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/b_free1.html）。まだモデル地域で
実証事業を行っている段階であるが，スマホ等の機器の操作方法を身近にいる者から教えてもら
えるのであれば，裁判手続の IT 化との関係でも，高齢者のサポートに役立つ可能性はある。た
だ，プライバシー保護や非弁の問題もあるし，人間関係が濃密な地域ではかえって身近な人には
相談しづらいという面もあり，様々な課題があり得るところである。
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弁連は長年その解消を訴えてきたが

40，いまだ全国に４４支部あり（２０２１

年２月１７日現在），非常駐支部では開廷日が月に数日しかないことも珍しくな
い。かかる裁判所支部では，開廷日が限られているため次回期日が入りにくい場
合も多々ある。結果として裁判所を利用して事件が解決するまでに多くの時間を
費やすことになる。また，開廷日に，民事事件のほか，刑事事件や家事事件等の
審理が集中すると，充実した審理を行うための十分な時間が確保できないおそれ
もある。紛争の当事者は，通常は早期の解決と同時に充実した審理を望んでいる
ことが多い。裁判所支部の現状は，かかる紛争当事者の希望に必ずしも即してい
ない面がある。

(2) 弁護士へのアクセス
1)

地域住民にとってアクセスが困難であるのは裁判所だけではない。例えば，裁
判所の支部所在地に弁護士が不在あるいは１人のみのいわゆる弁護士ゼロワン地
域は，いまだに完全には解消されておらず，２０２１年２月１日現在において
も，弁護士ゼロワン支部が全国に２箇所存在する（千葉地方裁判所佐原支部，岡
山地方裁判所新見支部）。また，一旦は弁護士ゼロワンが解消された地域であっ
ても，必ずしも満足な数の弁護士が常在しているわけではないため，いつ弁護士
ゼロワン地域に逆戻りしてもおかしくはない。地域住民にとっては，裁判所だけ
ではなく，地域司法の担い手である弁護士に対するアクセス障害もいまだ十分に
解消していないという現実がある。

2)

さらに，裁判所支部さえ存在しない地域においては，同時に弁護士もいないと
いう地域が全国にはいまだに多く存在する。相談することのできる弁護士が身近
にいなければ，法的紛争を解決するための選択肢として弁護士に相談するとか，
裁判所を利用するといった方法から疎遠になることは当然である。昨今では，イ
ンターネットを通じたオンライン法律相談を実施するという法律事務所も見受け
られる。しかし，少子高齢化がより一層進んでいる過疎地において，特に高齢者
が，そのような最先端のサービスを利用することができるとは限らない。また，
身近な弁護士に直接話を聞いてもらいたいと希望する地域住民も存在する。その
ため，人が暮らしている以上，その地域にアクセス可能な弁護士が存在すること
の重要性は今後も変わらない。

(3) まとめ
以上のとおり，地域住民は，現状においても裁判所や弁護士へのアクセスに難
題を抱えており，もともと司法弱者に陥りやすい環境に置かれている。
民事裁判手続のＩＴ化が進むことで，かかる難題が解消されるのであればよい
が，経済性や利便性が過度に追求されることで，かえって地域住民が司法的救済か
ら取り残され，裁判を受ける権利が制約されるようなことがあってはならない。

２ ＩＴ化が地域司法に及ぼす影響
40

日弁連 HP「裁判所支部の充実を求める要望書」
（https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2005/2005_72.html）
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(1) 支部管轄地域や過疎地におけるメリット
1)

時間的・経済的な負担（出頭コスト）の軽減
裁判手続がＩＴ化されることにより，これまでは受訴裁判所まで出頭しなけ
れば原則としてできなかった手続が，法律事務所にいながら行うことができるよ
うになる。これによって，裁判所までの移動にかかる時間や費用の負担（出頭コ
スト）が軽減される。
特に，行政事件や簡裁控訴事件等支部で扱っていない事件や，労働審判等，
多くの支部で取り扱っていない事件の場合には，遠くの本庁に出頭する必要がな
くなるので，よりメリットが大きいと考えられる。

2)

期日調整の円滑化
これまでは，当事者が受訴裁判所から遠隔地に居住する場合，期日調整を円
滑に行うことができず，その結果，紛争解決まで長期間を要することがあった。
しかし，前記のとおり，当事者の裁判所までの移動にかかる時間が不要とな
ると，期日調整が円滑に行われ，結果として迅速な紛争解決に結び付くと考えら
れる。
古閑裕二裁判官は，ウェブ会議で現実の法廷を利用しなければ，裁判所とし
ても開廷日割の制約を受けずに期日の指定をすることが可能となり，日程調整が
容易になると主張する

41。

そして，裁判官非常駐支部の事件について，てん補裁判官が本務庁から事件
記録にアクセスし，ウェブ会議により期日を開くことができるようになれば，Ｉ
Ｔ化は，司法過疎地域における審理の迅速化に大きく寄与するものと考えられ
る。実際，民事裁判手続のＩＴ化について全国の支部会員に実施したアンケート
でも非常駐支部管轄内の会員の期待は大きかった（第４の５参照）。
3)

弁護士偏在の緩和の期待
法律事務所は，裁判所庁舎の周辺に構えられることが多い。裁判所が置かれ
ている場所が地域経済の中心であることが多いことにもよるであろうが，何より
裁判所への出頭コストを前提とした業務の効率性から，裁判所の周辺が選ばれて
いたと考えられる。
しかし，ＩＴ化による出頭コストの軽減により，裁判所の周辺に法律事務所
を構える必要性は高くはなくなる。その結果，地方，特に地方裁判所支部や独立
簡裁も置かれていないような地域に法律事務所が設立される可能性がある。これ
まで法律事務所がなかった地域に法律事務所が設立されれば，当該地域住民の司
法アクセスが改善され，司法による解決がより身近になると期待される。
また，出頭コストが軽減されることから，遠隔地の弁護士でも事件の受任が
容易になるとも考えられる。近くに弁護士が不在であっても，市民は，遠隔地の
大都市の弁護士に事件を委任し，委任を受けた弁護士は，法律事務所にいなが
ら，ウェブ会議によって過疎地の裁判所に出頭することが可能になる。ＩＴ化は
司法過疎地の市民と大都市の多数の弁護士との距離を解消するものにもなる。

41

古閑裕二「IT 化による民事訴訟の新時代」判例タイムズ 1480 号 26 頁(2021 年)
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(2) 支部管轄地域や過疎地におけるデメリット
1)

地方裁判所支部の機能の低下と将来の統廃合のおそれ
裁判手続がＩＴ化されることによって，地方裁判所の本庁でも，技術的には
支部の事件の裁判ができることになる。必ずしも支部で事件を取り扱わなくても
よいと考えられるようになれば，裁判所の人員や事件管理の効率化の観点から，
ある種の事件については支部での取扱いを止め，あるいは支部に申し立てられた
事件を本庁に回付することにより，本庁に事件を集約することも考えられる。
古閑裕二裁判官は，争点整理はウェブ会議で行い，直接対面して議論する必
要のある期日や，対面で人証調べをする必要がある期日については，開廷地に裁
判所が出張して集中してそのような期日を開くという「巡回裁判所」構想を述べ
ている

42。これも同様の発想によるものと思われる。

実際に，このような制度が実施されれば，地域における地方裁判所支部の機
能が低下することが懸念される。
さらに，そのような状況が進行した場合には，一部の期日のために支部を存
続させることは効率的ではないとの理由から，将来的に，地方裁判所の支部が本
庁と，あるいは支部同士で統廃合される可能性がある。
2)

面前で裁判官に直接説明をする機会の減少
民事裁判手続における期日や協議においては，ウェブ会議のみによるのでは
なく，必要に応じて，裁判所に出頭して，裁判官の面前で直接説明をしたいとす
るニーズは，依然として存在している。「支部会員アンケート」でも，ウェブ会
議による口頭弁論等が可能になった場合，ウェブ会議を利用したいと思うかとい
う質問に対し最も多い回答は「場合による」だった（「支部会員アンケート」問
２参照）。
しかし，古閑裕二裁判官は「…弁護士である訴訟代理人が事件アカウントに
アクセスせずに裁判所に出頭する事態も考えられる。筆者は，この場合に，期日
に出頭した効果を安易に認めるべきではないと考える。」と主張する

43。

古閑論文は，この文の前に，前提として「期日がウェブ会議により開くこと
とされている場合に」という文言があるものの，裁判官の間にこのように現実の
出頭を認めることに消極的な考え方が広がれば，裁判所に出頭して，裁判所の面
前で直接説明をすることができなくなる可能性がある。
また，面前で直接説明したいという当事者や代理人に対し，裁判所が，事実
上，ウェブ会議での出頭を強く勧めるという事態は想定できる。
中間試案に対し，日弁連は，２０２１年３月１８日，意見書を公表した。こ
の意見書には，ウェブ会議を用いて口頭弁論手続を行うことに賛成しつつ，「当
事者が裁判所に出頭したい意向を有する場合には裁判所に出頭できることは当然
である。」と記載されている（同意見書３８頁）。
現実の出頭を認めることに消極的な運用がなされないよう，留意していく必
42
43

古閑・前掲注 41)5 頁
古閑・前掲注 41)37 頁
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要がある。
3)

「弁護士ゼロワン地域」再発のおそれ
どこにいても裁判手続ができるというＩＴ化の特徴は，弁護士の受任の段階
にも当てはまる。都市部の弁護士が，広告を多用するなどして，地方の事件のう
ち報酬が高額になりやすい事件を選んで多数受任することが生じ得る。そのよう
なことが起きると，地方の弁護士が経済的に困窮するおそれがある。
この問題は，単に弁護士間の競争というのにとどまらない。これまで，弁護
士ゼロワン解消のための活動が一定の成果を上げてきたが，地方の弁護士の経済
的困窮によって，弁護士ゼロワン地域が再発，増加してしまうことが懸念され
る。
もっとも，どこにいても事件を受任し，ウェブ会議で裁判所に出頭できるな
らば，東京ではなく，過疎地で弁護士の仕事をする人が増えるのではないかとい
う意見もある。
過疎地に移住する弁護士もいるだろうが，多くは期待できない。
過疎地は不便である。多少の不便は我慢できるかもしれない。しかし，過疎
地には例えば救急病院が少ない。家族で過疎地に移住し，子どもが急病にかかっ
た際，その不便さを痛感するだろう。子どもに充実した教育を受けさせたいとい
う場合に，過疎地では通える範囲に学校の選択肢が少ない。
ウェブ会議を利用して法律相談をすることができるから，過疎地に弁護士は
不要ではないかという見解もあるだろう。
しかし，ウェブ会議を利用して都市の弁護士にアクセスすることができる市
民ばかりではない。ウェブ会議を利用できない市民は，法律相談をするには，地
元の弁護士に会って相談するしかない。
ウェブ会議を利用できても，直接弁護士に会って相談したいという市民もい
る。どんなにウェブ会議の技術が進歩し，画像も音声も質が上がったとしても，
ウェブ会議での相談では，空間を共有できず，相手の体温を感じることができな
い，こころとこころとの交流が不十分になるという指摘がある。
ゼロワンが復活して，地元の弁護士がいなくなれば，そのようなニーズに応じ

ることができなくなる。

(3) まとめ
裁判手続がＩＴ化されることによる出頭コストの軽減や審理の迅速化は，当事
者にとって大きな利益となる。
他方で，司法を利用する市民や代理人には，対面で十分に主張を聞いてもらい
たいというニーズも存在している。
ＩＴ化によるデメリットに配慮しつつ，メリットを享受するためには，効率化
一辺倒ではなく，市民や代理人のニーズに配慮し，地域に根ざした司法という観
点からＩＴ化を考えることが必要である。

３

地域における裁判所とＩＴ化
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(1) 司法が地域から孤立しないか
日弁連は，地域に根ざした司法を目指して，地域司法計画運動

44を行ってき

た。ここでいう地域に根ざすべき「司法」には，弁護士のみならず裁判所も含まれ
る。これによって，司法が市民から根の深い信頼を得ることを目指してきた。
しかし，地域に根ざした司法を実現する運動は，いまだ道半ばである。市民に
理解していただくには時間がかかる。息の長い，地道な運動を続けているところで
ある。
ここに「ＩＴ化」，特に「ウェブ会議による審理」が現れた。地域司法計画運動
をしてきた会員は，ＩＴ化が，司法を，地域に根ざす方向とは逆の向きに導いてし
まうのではないか，ＩＴ化により，司法が地域から孤立する方向に向かうのではな
いかと懸念している。
すなわち，弁護士も当事者もウェブ会議により期日に出席することになれば，
市民は生身の裁判官と現実に対話する機会が減る。市民と裁判所との接点はますま
す小さくなる。
さらに，支部が統廃合されて，裁判所も弁護士も地域に存在しなくなれば，司
法は地域に根ざすどころか，地域から孤立した存在になってしまうのではないか。
そうなれば，市民の司法に対する信頼は根の浅いままとなってしまうのではない
か。

(2) 地域に裁判所は必要か
1)

「地域に根ざした司法」の観点は別として，市民にとっての利便性だけの観点
から考えると，地域に裁判所は必要だろうか。
主張や書証はデータで提出し，争点整理や人証調べはウェブ会議で行われる
なら，地域に裁判所が存在する必要はないという主張も考えられよう。
しかしながら，現在広く利用されているウェブ会議によるコミュニケーショ
ンが，現実の対面によるコミュニケーションに到底及ぶべくもないことには異論
はないだろう。ウェブ会議による対話では，多くは上半身しか映らず，映像も粗
い。特に人証調べ等において，証人等の微妙な表情の変化を伝えるには不十分に
過ぎる。
コミュニケーションは言葉のみによってなされるものではなく，表情や身振
り等の非言語的要素が大きな意味を持つ。ウェブ会議によるコミュニケーション
は，現実の対面によるコミュニケーションに比して，非言語的コミュニケーショ
ンの情報量が少ない。
そのような側面から「当事者が現実に裁判所と話をしたいという場合に，こ

44

地域司法計画とは「司法を市民に身近で利用しやすいものとするために，各地域における司法

の現状を分析して，今後の課題を明らかにし，できるだけ具体的な形で政策を提言するととも
に，各地域の弁護士会が自らできることを実践していくための計画」（「自由と正義」2011 年 2 月
号 35 頁）であり，地域司法計画運動とはその実現を目指していく活動である。地域司法計画は，
2000 年に京都弁護士会が作成したのを始めとして，多くの弁護士会で作成・改訂されており，各
地で地域の司法を充実させるための運動が展開されている。
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れを制限することは手続保障の観点から許されない」とする見解は，一定の合理
的な根拠に基づく意見といえるのであって，国民の権利に重大な影響を及ぼす司
法の場では，やはり現実の法廷で審理が行われる必要がある場合もある。そうで
ある以上，市民の利便性の観点からは，身近に裁判所が存在する必要性はある。
2)

では，技術の進歩により，音声や画像がより鮮明になり，より「リアル」に対
話できるようになったらどうか。例えば，こちらが視線を動かせば，相手の全身
のみならず，背景も広範囲に見え，さらに三次元の画像で見えるようになれば，
非言語的コミュニケーションにおいても現実の対面とほぼ変わりない。
これまでの急速なＩＴ技術の進歩をみると，そのようなウェブ会議が実現す
る将来も十分にあり得るが，それでもなお法廷における現実の対面が必要といえ
るか。対人コミュニケーションが言語と映像とだけで成り立つのであれば，現実
の対面での法廷は不要かもしれない。しかし，いかに完璧な仮想空間であって
も，やはり次の点において現実の法廷とは大きく異なるのではないだろうか。
①

裁判官が自分と同じ空間にいることや顔を直接見たという親近感が，コミュ
ニケーションを円滑にする。このことから，例えば和解が容易になる。

②

現実の法廷の場の厳粛な雰囲気や，裁判官という権威が同じ空間にいること
による緊張感が記憶と異なることを話してはいけないという気持ちにさせ，
法廷でのコミュニケーションを適切にする。

③

私たちは，長年，主として現実の対面によりコミュニケーションを行ってき
たことから，ウェブ会議によるコミュニケーションは，現実の対面よりも
「劣るもの」と考える習慣がある。そのためウェブ会議による裁判では適切
なコミュニケーションができない。
前記③の「習慣」が根拠であるとすると，長い間かけて築き上げられた考え

方や感覚を容易には転換できない。私たちは，「裁判」といえば，現実の対面に
より行われることに慣れてきた。これが変わるには，当分の間は法廷における現
実の対面が必要ということになる。
3)

そして，②の厳粛さに関連して，水谷瑛嗣郎関西大学准教授は，オンライン裁
判が迅速な裁判，裁判の公開といった憲法上の原則に資することがあると認めつ
つ，次のように指摘する

45。

「リアル空間での『対審』において，参加する者たちは，裁判の間の『時
間』のみならず， 法廷という物理的な『空間』を共有していると言える。…物
理的な『空間』，ひいてはその空間を形成する建造物（アークテクチャ）が，『裁
判』においてどのような意味合いを有していたかを問う必要はないであろうか。
…」
「（最高裁の）建築物は，その『デザイン』において，『法と秩序を象徴する
正義の殿堂』たることを求められた。こうしたデザインは，『厳粛な空間』とし
て最高裁判所を創り上げ， それを通じて，我々国民が司法の判断への『正統

45

水谷瑛嗣郎「オンライン裁判から考える「裁判」像－憲法の視点から」法学セミナー791 号 36
頁（2020 年）
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性』を付与することが意図されていたのではないか。…物理的な『空間』を共有
しないということは，こうした司法権の『正統性』の一端を形成している裁判所
（ひいては法廷）という建造物の在り方を，リアルに共有しないということでも
ある。もちろん，安易に最高裁のデザインと，その他の通常の裁判所のデザイン
を同列視することはできないだろう。しかしながら，少なくとも日本の法廷の設
計は， 標準化されていることが指摘され，そのアーキテクチャの標準化は，何
らかの『意図』をもって行われている。コロナ禍において，『対面であること』
の重要性がさまざまな場面で唱えられる今こそ，参加者の物理的『空間』の共有
がもつ法的な意味についても，検討する余地があるかもしれない。」
水谷准教授は，個々の裁判における判断結果が合理的でありさえすれば，司
法が市民からの信頼が得られるものではなく，「空間」や「アークテクチャ」が
付与する司法への「正統性」も，司法権が有効に機能するためには必要であると
主張していると思われる。（注：ただし，水谷准教授は，「物理的な建造物を共有
しなければ国民の信頼を得られず，司法権の正統性担保がなしえないため，オン
ライン裁判は否定されるべきであるということを主張するものではない。…司法
権の正統性を支える『アーキテクチャ』は，仮想世界においても構築し得るので
はないか…。」と指摘される。したがって，現実の「空間」共有が不可欠とは主
張していない。）
4)

「国家が人を裁く」という司法の役割からすれば，人間が司法判断に従うため
には，裁く人や「場」に対し厳粛さを感じなくてはならないのであろう。そこで
生活し，又はそこで普段仕事をしている場で裁かれても，厳粛さが欠けるため
に，その判断に正統性を感じないのではないか。
「場」が人間の感覚に影響する例として，同じ映像作品でも，映画館で見る
のと，自宅のテレビで見るのとでは，受ける感動が異なる。同じスポーツをする
のでも，大観衆の中でプレーするのと，無観客でプレーするのとでは感動や緊張
が異なる。法廷の特殊な構造，そして法廷において法壇が高い位置に置かれてい
るのも，法廷を「法と秩序を象徴する正義の殿堂」たらしめるためであるといえ
よう。
もちろん，場合によって「正統性」を強く感じなくても，早期の判決を求め
たいということもあるだろう。その場合は，現実の法廷において裁判が行われる
必要はない。
しかし，当事者が「正統性」を感じる必要がある場合は，非効率ではあって
も，少なくとも審理の重要な部分は現実の法廷で行われる必要があるのではない
か。そうすると，市民の利便性の観点からは，身近に裁判所が存在する必要性は
ある。

5)

裁かれる「場」が正統性に影響を及ぼすという結論は，推論にすぎない。
今後，ウェブ会議による審理が進むなかで，当事者がそのような訴訟をどう
考えるか，当事者の声を聴く必要がある。
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４ 地域の司法基盤の空洞化を防ぐために
(1) 「２ ＩＴ化が地域司法に及ぼす影響」の分析を受けて
1)

当委員会が支部会員に対し実施したアンケートでは，問１（ＩＴ化への期待）
において，出頭の負担が減り時間と費用が節約できること，期日調整が容易にな
ることに期待する回答が多かった。特に，非常駐支部管内の弁護士に，期日調整
が容易になるとの回答が多かった。問４（４）－５（ＩＴ化に期待又は懸念する
こと）においては，支部で扱っていない合議事件や労働審判，専門訴訟でもウェ
ブ会議で手続を進めることができるようになるのではないか，入院している人の
ように出頭が困難な当事者でも裁判できること等のメリットが指摘された。

2)

他方，問４（４）（ＩＴ化による懸念点）においては，事件の本庁集約の加速
による地域住民の利便性低下，裁判官と代理人との距離が遠くなり，コミュニケ
ーションがとりにくくなることに対する懸念，裁判官の面前で質問や説明する機
会が減少するとの懸念，支部の事件の本庁集約や将来の統廃合の懸念，セキュリ
ティ面での懸念等も指摘されている。
ＩＴ化によるメリットとデメリットを踏まえた上で，今後の地域司法の空洞
化を防ぐためどうすべきか，検討する。

(2) 支部・独立簡裁による対策
1)

裁判手続面
①

「３

地域における裁判所とＩＴ化」で述べたとおり，当事者と審理の「空

間」「場」を共有しない遠隔地にいる裁判官が，ウェブ会議の画面を通じて審
理するのは，審理の正統性の低下につながるおそれがある。
それに加え，当事者からみると，当該地域に居住せず，地域の伝統・慣習
や地理的条件を理解しない裁判官により判断されたと感じ，判断に納得する
度合が低下するという問題がある。裁判になる紛争の多くは，地域における
生活や経済の営みから発生する。裁判官は意識していなくても，当事者から
するとその地域の実情を理解した上で判断してほしいという気持ちがある。
当事者の納得を得られない審理では，当事者の満足度が低下してしまうだろ
う。
前記のアンケート問４（４）においては，「裁判所は地元に根づいてこそ意
味・価値があり，信頼される。ＩＴ化により裁判への信頼は薄れていくこと
は間違いない」という回答や，「直接主義を希望する当事者の権利を害するこ
とになっては本末転倒。」「支部ならではの法曹三者の人的信頼感がなくな
る。」「支部の特性を無視した本庁方式の強制のおそれがある。」等の回答がみ
られた。
裁判の審理の正統性や裁判所に対する信頼度の低下が加速すれば，支部の
事件数が減少するおそれがある。事件数が減れば，支部機能は更に低下し，
その結果更に事件処理の集約化により支部で扱える事件の種類が減ったり，
支部が統廃合されたりして，ますます裁判手続への信頼度が低下するという
悪循環になりかねない。
②

むしろ，アンケート問４（４）－５の「ＩＴ化に期待する点」で最も多くの
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回答があったとおり，ＩＴを積極的に活用することで，「場」の共有を一定以
上維持しつつ支部で扱える事件の種類を増やすことができる方策について積
極的な検討を要すると思われる（例：合議事件や労働審判で，陪席裁判官や
労働審判員が本庁等からウェブで参加し，裁判官数が少ない支部や労働審判
員の確保が困難な支部においても，合議事件や労働審判の実施を可能にする
等。同様に，破産の債権者集会をウェブ中継することで，さほど広い法廷の
ない支部でも大型事件を取り扱うことができる。専門訴訟で専門委員がウェ
ブ参加することは既に法９２条の３で立法化されており現行法でも可能であ
る。）。
③

その上で，紛争発生地とは異なる地の裁判所で訴え提起された場合，紛争の
実態に即して事件を移送したり回付したりすることが考えられる。現在は，
通常の事件においては電話会議等での審理が可能であるとして，移送等は認
められることが多くない。そのため，例えば地方で起きた事件について，た
またま管轄が東京にあるため東京地裁に訴訟が提起され，紛争発生地の伝統
や慣習を知らない裁判所が審理することになってしまうことがある。
当事者からみて，紛争が起こった地域の伝統や慣習等に触れている裁判官
が審理することで，当事者の納得が得られる。そのためには，「本庁地域の紛
争から生じた事件は本庁で，支部地域の紛争から生じた事件は支部で審理す
る」という方向性を実践すべきである。いかにＩＴ化で利便性が高まるとは
いっても，事実上原告の提訴した裁判所で審理がなされ，紛争発生地にいる
被告は遠方の裁判所での手続を強いられることが常態化するのでは，当事者
への説得力ある審理につながらないおそれがある。むしろ,紛争の起こった地
域の裁判所で審理し，遠方への出頭を強いられる当事者の不利益については
ＩＴの活用で補うとする必要がある。徒に裁判の機能を本庁に集約してしま
っては，支部や独立簡裁の管轄地域の住民から裁判所がますます遠ざかるお
それがある。

2)

案内・サポート面
本庁管轄地域よりも，支部管轄地域の方が，一般に高齢化率が高いと思われ
る。実際に，２０１０年国勢調査の結果を当委員会委員が調査したところ，日本
の全市区町村の中で高齢化率の上位５０市区町村のうち，８割に当たる４０市区
町村が支部管轄地域である。ＩＴ機器を利用できない高齢者等が多い支部管轄地
域においては，本人サポートをより充実させる必要がある。
本人訴訟の当事者は，日頃ＩＴ機器に接している人ばかりではないため，Ｉ
Ｔツールに関するサポートを受ける必要性が高い。本人サポートの担い手は第一
次的には裁判所であることに照らせば，支部や独立簡裁が主たる本人サポート拠
点であるべきである。したがって，裁判所が支部や独立簡裁の人員を大きく減ら
すことは許されるものではなく，そのようなことをしては，憲法上の裁判を受け
る権利との関係でも大きな問題を生じることとなる。
むしろ,裁判所へのアクセスが著しく不便な地域がなお多数存することに鑑み
れば，本人サポートの中心的な拠点である裁判所の増設を検討すべきであるとも
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いい得る。

(3) 弁護士による対策
「２

ＩＴ化が地域司法に及ぼす影響」では，ＩＴ化により，裁判所のない地域

にも事務所を設立しやすくなるとの指摘がなされている。そのような地域に積極的
に開業する弁護士が増加すれば，地域住民にとってはアクセスの改善になる。もっ
とも，過疎地の利便性が低いことを考慮すると，過疎地に開業する弁護士の増加に
ついて楽観的にみることはできない。仮に裁判所支部機能が低下すれば，その地域
の裁判所で処理できる事件の種類が減り，開業する弁護士も減少するのではないか
との懸念がある。
裁判所の機能充実と地域の弁護士数の充実は，司法サービス提供の車の両輪であ
る。過疎地の弁護士を減少させないためにも，裁判所支部の機能を低下させないよ
う，裁判所及び弁護士会には,支部機能をはじめとする地域司法の充実のための取
組が更に求められる。
また，アンケート問４（５）「地方の弁護士に求められること」では，地域の弁
護士として地域密着や直接のコミュニケーションを重視するとの回答が多く，よ
り地域住民に存在を認知してもらい，信頼されるようになることが重要であると
の指摘がされた。今後は，地域の市民が他の地域の弁護士に依頼することも比較
的容易となるが，弁護士業務は元来，高度の信頼関係の構築が重要であり，地域
密着を目指す弁護士は，より地域住民に信頼してもらうよう努力することが求め
られる。

(4) 総括―今後の地域司法に求められること
裁判所においては，第４の４(2)のとおり，当事者が納得する訴訟進行と，充実
した手続案内は車の両輪であり，双方が揃って初めて満足度の高い，地域住民に
信頼される裁判所が築ける。ＩＴ化の問題点を意識しつつ，むしろ支部や独立簡
裁を積極的に活かすような取組が今後の裁判所に求められるのではないか。ＩＴ
の活用により支部でも合議事件や労働審判，専門訴訟等ができる制度及び運用の
積極的な検討が必要であり，支部や独立簡裁の管轄地域の市民への案内やサポー
トの強化も求められる。
それを実現するためには，まずは，弁護士が地域に根ざし，地域の市民から信
頼されることが必要である。そして，地域の実情や慣習が影響する事件について
は，弁護士が裁判官に対し，地方の実情に即した審理をするよう訴えるべきであ
ろう。
また，前記のＩＴの活用による支部の取扱事件の拡大やサポートの充実のため
には，日弁連の委員会等を通じた運動が必要であり，そのためには，各弁護士会
が，日弁連に情報を提供したり，裁判所との協議の場で要請したりすることが効
果的である。

５

支部会員アンケートの分析
このシンポジウムを実施するに当たって，民事裁判手続のＩＴ化について全国の支
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部会員にアンケートを実施した 46。回答数は３８４人だった。詳細なアンケート分析
はＤＶＤに格納した。アンケート結果の概要を以下に記載する。なお，小数点以下を
四捨五入しているので，本文記載の数字と円グラフ記載の数字が合わない場合があ
る。

(1) 問１
か。
1)

web会議を利用した口頭弁論について，どのような点に期待する

時間と費用の節約ができることに「強く期待する」，「どちらかと言えば期待す
る」という回答は８３％だった。

2)

期日調整が容易になり審理が迅速化することについては「強く期待する」,
「どちらかと言えば期待する」という回答は７３％だった。

(2) 問２
1)

web会議を利用した口頭弁論を利用したいと思うか。

利用したい…３０％

利用し
たくな
い
7%

利用したくない…７％
場合による…６１％

問２ ウェブ会議の利用

回答
なし
2%

各回答の平均修習期
利用し
たい
30%

利用したい…６０．７期
利用したくない…５１．３期
場合に
よる
61%

2)

「場合による」と回答した２３４人
→web 会議を利用したい「場合」とは？
裁判所が遠隔地で移動時間を節約したい…１６９人
実質的な議論をすることが予定されない場合…１５８人
第１回期日等相手方の不出頭がわかっている場合…１４８人

3)

「場合による」とした回答した２３４人
→現実に出頭したい「場合」とは？
裁判官と直接話したい場合…２０３人
証人と直接話したい場合…１９９人
裁判官から本人を説得してもらいたい場合…１９２人

46

アンケートの実施期間は 2020 年 12 月 17 日から 2021 年 1 月 29 日である。アンケートの対象は，
裁判所支部管轄区域ごとに数えて，当該区域内で登録している会員数が 5 人以下の地域においては
当該会員全員に回答を依頼し，5 人以上の地域においては各弁護士会において適宜 5 人の会員を抽
出して回答を依頼した。また，当該区域内に公設事務所，公設事務所から定着した事務所，法テラ
スの司法過疎地域事務所がある場合は，これらを依頼先に含めるようにした。
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(3) 問３－１ 裁判官非常駐支部のてん補裁判官が，てん補日以外に，本務庁
からweb会議で審理することを希望するか。
「強く希望する」と「どちらかと言えば希望する」

問３

…６１％

本務庁からウェブ会議で審理
非常駐支部の会員の回答
回答な
し
5%

（うち裁判官非常駐支部管轄内の会員…６９％）
「どちらかと言えば希望しない」，「全く希望しな
い」
…１４％
（うち裁判官非常駐支部管轄内の会員…１３％）

全く希
望しな
い
4%

場合に
よる
13%
強く希望
36%

問３－３ 「どちらかと言えば希望しない」，「全
く希望しない」と回答した５２人に理由を尋ねる
どちら
かとい
えば希
望
33%

と「支部の統廃合につながる可能性がある」とい
う回答が４３人（８３％）と最も多かった。

(4) 問４(2)―１ 今後，地方の弁護士に対す
る需要はどうなると思うか。
「大きく増える」，「少し増える」…１４％
（回答者の平均修習期５７．１期）

どちら
かとい
えば希
望しな
い
9%

「変わらない」…３４％
（回答者の平均修習期５４．７期）
「少し減る」，「大きく減る」…４０％
（回答者の平均修習期５３．１期）

問４⑵地方の弁護士に対する需要

期が上がるほど，将来に対し悲観的傾向がある。
問(2)―４ 「大きく減る。」，
「少し減る。」と回答し

大きく
増える
3%

た１５５人→その理由は？
大規模に広告する法律事務所が地方の事件を受任
する…６９％
地元以外の弁護士に依頼しやすくなる…６１％
地方は人口減少が進む…６１％

大きく
減る
14%

わから
ない
11%

高齢化…２８％
少し減
る
26%

(5) 問４(3) 今後，支部の事件数はどうなるか？

− 127 −

少し増
える
12%

変わら
ない
34%

第 29 回司法シンポジウム 基調報告書
「大きく増える」，「少し増える」…１０％

問４⑶ 支部の事件数
（非常駐支部の会員の回答）

（うち非常駐支部会員１３％）
「変わらない」…３３％

大きく
増える
2%

（うち非常駐支部会員１９％）
「少し減る」，「大きく減る」…４２％
（うち非常駐支部会員５６％）
「事件数が減る理由」としては，人口減少や，本
庁に事件が回付される，都会の弁護士への流出と

大きく
減る
10%

少し増
える
10%

わから
ない他
13%
変わら
ない
19%

いった意見があった。

(6) 問４(4)―３ ＩＴ化進展後，支部の設
置はどうあるべきか。

少し減
る
46%

「現状よりも増設されるべき」…７％
「現状の支部の数は維持すべき」…８１％
「統廃合もやむを得ない」…８％
７０期代は「統廃合もやむを得ない」という回答
が１５％と，他の期に比べ高い割合だった。

(7) 問４(4)―５
1)

期待

ＩＴ化による期待と懸念（自由記載）

支部でも労働審判や専門訴訟ができるなどの機能充実

８人

本人サポート体制の充実等，当事者本人の利便性向上

７人

記録の電子化による負担軽減
2)

懸念

裁判官との対面機会の減少による問題
本庁への事件集約

(8) 問４(5)

７人
１１人

９人

地方の弁護士に求められることは何か。

地域密着活動…６７％，直接のコミュニケーションを重視する…４５％，
IT リテラシーの向上…４３％，
専門性の向上…２８%，積極的な宣伝広報…１２％

第５ 民事裁判手続のＩＴ化から誰も取り残さないために
１ はじめに
(1) ＩＴ化に伴う本人サポートとは何か
ＩＴ化に伴う本人サポートとは，様々な理由でパソコンやスマートフォン等のＩ
Ｔ機器を利用できない者や不慣れな者，インターネット通信環境が整っていない者
が，ＩＴ（コンピューターネットワーク技術・情報技術）を活用した民事裁判手続
等に参加し，裁判を受ける権利を十分に行使することができるよう，環境整備や手
続の補助を行うことである。
日弁連は，「「民事裁判手続等ＩＴ化研究会報告書－民事裁判手続のＩＴ化の実現
に向けて－」に対する意見書」で，本人訴訟まで含む民事裁判手続等の利用者全体
にオンライン申立てを原則義務化するには，書面による申立てを許容する例外規定
が整備され，裁判所による適切な事件管理システム及び通信環境が整備され，市民

− 128 −

第２章 「司法弱者」を作らない！～障がい者・高齢者や地域司法の視点から民事裁判手続のＩＴ化を考える～

にＩＴ機器が浸透し，更に適切な担い手による充実したＩＴサポートの内容が具体
的に示され，それが全国レベルで展開されることが前提であると指摘している。た
だ，義務化の問題とＩＴを活用した民事裁判手続を誰もが利用できるようにすべき
ことは別であり，当事者本人によるオンライン申立てが義務化されない場合であっ
ても本人サポートが不要になるということではない。 47

(2) 検討対象となる本人サポートの種類とその性質
本人サポートの対象行為は，①ＩＴ機器の提供や利用方法の教示等の純粋な電子
化支援サービス（ＩＴリテラシー支援策）である形式サポートと，②①に加え法的
助言等を伴う法律サービスとセットとなったサポート業務（実質サポート）がある
と指摘されているが，法的サービスについては，現在行われている法律相談等によ
る対応や規制によって論ずることで，考え方も現行のとおりである。そこで，本書
では，法律事務に及ばない形式サポートに当たる事実行為としての事務作業を問題
にする。すなわち，ここで想定しているのはオンラインによる裁判手続を利用する
ための事実行為としての事務であり，当事者本人が提出する書面の内容についての
助言や書面の作成，裁判期日における発言の内容や進め方についての助言等法的な
内容にわたる事務は想定していない。仮に，法律事務の範疇に入る本人サポートが
必要であれば，それは，法律相談であるとか，依頼を受けて事件受任をする場合等
が想定されるべきであり，かかる意味での本人サポートは，ここでは除外して考え
る必要がある。
法律事務ではないため，法律上の資格や権限をもって行われる必要はない。裁判
所が行う場合であれば事務官等が行ったとしても問題は生じない 48。また，理論
上，弁護士以外の民間業者が対価を得る目的で行ったとしても非弁行為とはならな
いが，書面の内容について，法的助言をしたり，当事者本人の認識を離れて，法的
手続の申立てを行ったり，法的観点からの反論の記載をするといったことがあれ
ば，非弁行為に該当するものと考えられる 49。我々としては，ＩＴ化に伴う本人サ
ポートに便乗した非弁行為によって国民の権利が害されることのないよう，さら
に，ＩＴ弱者と呼ばれる人々の裁判を受ける権利が十二分に保障されるような制度
となるよう，積極的に取り組んでいく必要があると考える。
以下では，ＩＴ化に伴う本人サポートについて，まず先行してＩＴ化を実現し
ている海外の状況を概説し，我が国に導入する際の対象者及び対象事務処理を想
定・分析し，これによって浮かび上がる検討事項及び問題点について整理する。

２ 海外における本人サポートについて
(1) 韓国 50 51
47

日弁連「民事裁判手続のＩＴ化における本人サポートに関する基本方針」
（ https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2019/opinion_190912_2.p
df）
48
裁判所法 58 条 2 項，60 条 2 項以下参照
49
弁護士法 72 条
50
大阪弁護士会「韓国・ソウルの裁判手続等のＩＴ化の現状に関する調査報告書」（2019）
51
新阜直茂「韓国における裁判手続等のＩＴ化の実情について」自由と正義（2018.11）
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韓国では，電子訴訟のインフラが既に構築され，電子的文書による提出（eFiling）及び電子的文書による事件管理（e‐Case Management）を達成している。
また，全国の大部分の法廷が電子法廷（モニターで主張書面や書証を見る）で構成
されている。電子情報処理組織へのアクセスや利用に支障のある者（特に代理人を
つけない本人）へのサポートについては次のような配慮をしている。
①

電子訴訟を利用するか否かは当事者が自由に選択することができる。

②

裁判所（大法院）において，「一人でする訴訟支援センター」というインタ
ーネットのホームページを構築し，誰でも簡単に理解できる民事訴訟手続の
案内，訴訟の書式や様々な作成事例の提供をしている。また，電子訴訟のホ
ームページでも，電子訴訟利用の詳細かつ丁寧な案内を行い，情報化から疎
外されている階層の電子訴訟へのアクセスが容易になるよう支援している。

③

当事者の一方が同意すれば電子訴訟となるが，電子訴訟に同意しない当事者
は，従来の方式と同じく，裁判所に提出すべき書面（以下「書面」という。）
を紙で提出し，送達物も郵便を介して受けとることができる。

同意しない当事者が提出した紙媒体の書面は，裁判所の参与官が確認した上で電
子化し，当該ファイルが原本となる。残った紙媒体の書面は，１～２年の一定期間
保管して廃棄される。各裁判所に，紙の事件と電子事件の業務を並行することがで
きるよう，紙で提出された書面を電子化するためのスキャン業務を専門的に担当す
る人材を確保し，訴訟手続が円滑に進むよう支援している。紙で提出された書面を
裁判所で電子化するための費用は裁判所側（国）で確保されており，当事者に負担
はない。一方，電子訴訟に同意しない当事者が，相手方が電子で提出した書面を裁
判所に紙で出力してもらう場合には１枚当たり５０ウォンの費用がかかる。
両当事者が電子訴訟に同意しない場合は，紙のままで記録が残され，各々の保存
期間が経過すれば廃棄される。
動画やファイルを提出する場合，同意しない当事者が提出するときは，ＣＤによ
り正本と副本を提出してもらい，裁判所に正本を保管する。他方，同意している当
事者が提出する場合は，その当事者に同意しない当事者のためにＣＤを作ってもら
い，それを渡すことにより送達したことにしている。
オンライン申立ての義務化の議論はされているが，法制化まではされていない。
インターネット環境がないなど電子情報処理組織にアクセスすらできないという者
は，従来どおり紙による提出，送達で運用されている。

(2) シンガポール 52

53

54

シンガポールも裁判手続のＩＴ化が進んでおり，ｅ提出（e-Filing），ｅ事件管
理（e-Case Management），ｅ法廷（e-Court）のいずれもが現在実施されているよ
うである。このうちｅ提出及びｅ事件管理については，２０００年からＥＦＳ
52

杉本純子「裁判手続等のＩＴ化検討会第２回会議（2017 年 12 月 1 日開催）における報告資料
「シンガポール・アメリカにおける裁判手続等のＩＴ化」
53
川嶋四郎・園田賢治・上田竹志「『ｅ―サポート裁判所』の創造的システム構築に関する比較
法的基礎研究」
54
本田正男「シンガポールにおける司法のＩＴ化事情」自由と正義（2018.11）
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（Electronic Filing System）が活用され，２０１３年には e-Litigation と呼ば
れる新たな統合電子訴訟システム（The Integrated Electronic Litigation
System）に移行し本格稼働させている。本人訴訟のみで代理人の付けられない少額
事件法廷では同システムは利用されていない。
弁護士を付けない本人訴訟も可能であるが，書面の電子提出への対応を考え，裁
判所は弁護士の選任を推奨している。なお，弁護士資格を有しない者は，直接 eLitigation を利用することができない。
本人訴訟で民事裁判を行う場合，書面を地方裁判所のサービス事務局に持参し，
費用を負担すれば書面を電子化してもらうことができる。また，Service Bureau
（政府の指定する民間団体）への委託制度があり，書面の電子化と申請を代行して
もらうことができるようである。

(3) イギリス 55
イギリスでは，ＣＥ－Ｆｉｌｅと呼ばれる電子的な事件管理システムが採用され
ている。当事者や代理人は，同システムを利用して，オンラインでの訴え提起，答
弁書等の提出，費用の支払い，事件記録のコピーの注文ができる。事件管理（当事
者や代理人の情報，進行状況，次回期日，書類提出や受領の確認等）も同システム
で行うことができるが，事件管理を閲覧できるのは裁判官及び裁判所職員に限定さ
れている。
システムの利用者のために詳細なガイドが準備され，ＹｏｕＴｕｂｅで利用方法
を説明する動画を視聴することができる。また，裁判所による電話やメールでのサ
ポートも行われている。ただし，代理人はＣＥ－Ｆｉｌｅの利用が義務となってい
るが，本人は義務付けられていない。
本人訴訟の当事者のため，裁判所内にパソコンやスキャナが準備され，実演（デ
モンストレーション）による利用方法の説明や，裁判所職員によるスキャンの手助
けが行われている。
裁判所外では，Good Things Foundation のようなあらゆる人がデジタルの恩恵
（生活改善等）が得られることを目指す慈善団体，各種プロボノ（社会貢献活動）
団体がオンラインでの申立て等の補助を行っている。プロボノ団体には法律家によ
って構成されるものもあり，法的なアドバイスのほかオンラインでの申立ての補助
も行っている。
イギリスでは，デジタルスキルの乏しさ，テクノロジーへのアクセスが限られて
いること，読み書きのレベルが低いこと，特定のグループの者が経験する個人的な
不利益（ＤＶにより経済的に困窮しているなど）によりデジタル司法へのアクセス
が阻害されていることについて議会等で十分に議論されていたとはいい難く，そう
したＩＴ弱者のニーズに応えるための十分な策が政府や裁判所によって講じられて
いない 56。そのためＩＴ化による予算の削減よりも司法へのアクセスを重視すべき
55

公益社団法人商事法務研究会「主要先進国における民事裁判手続等のＩＴ化に関する調査研究
業務報告書」（杉山悦子執筆部分）令和２年３月
56
裁判手続のＩＴ化に伴う本人サポートとは異なるが，イギリスでは Find a Court or Tribunal
（https://www.find-court-tribunal.service.gov.uk）という政府の HP があり，画 面に表示され

− 131 −

第 29 回司法シンポジウム 基調報告書
との批判的な見方も示されているようである。

(4) アメリカ

57

58

59

アメリカでは，連邦裁判所に対する事件の申立て・書面の提供を電子的に行うシ
ステムであるＣＭ／ＥＣＦ（Case Management/Electronic Case Files system）を
使用した申立てや書面提出の電子化が進んでいる（全ての申立てではないようであ
る。また，アメリカの場合は州ごとに独立した司法権を有しており，運用が統一さ
れているわけではない。）。
弁護士にはＣＭ／ＥＣＦの利用が強制されているが，本人訴訟の場合はシステム
の利用が義務化されておらず，裁判所が許可した場合に限りＣＭ／ＥＣＦを利用で
きるものとされ（実際には許可されることは多くないようである。），基本的に紙で
の申立てができる（裁判所が用意しているフォーマットに記入する形で必要書面を
用意する。）。紙で申立てされた場合は，裁判所がスキャンして電子化する。
統一的な取組ではないが，裁判所によっては本人訴訟受入係を設け，本人訴訟援
助の取組が行われているようである。また，裁判所外では，プロボノ活動としての
本人訴訟当事者の支援も盛んに行われているようである。

(5) フランス，スペイン，ポルトガル 60

61

フランス，スペイン，ポルトガルでは，一定額以上の訴額の事案については弁護
士強制となっており，弁護士に対しては原則としてオンライン申請が義務化されて
いる。
本人訴訟においては，現在でも紙による書面提出が可能で，紙で提出されたもの
を裁判所がＰＤＦ化するようである。

(6) 小括
世界の先進各国で裁判手続等のＩＴ化が進められており，一定額以上の訴額の事
件についての弁護士強制の有無，弁護士が代理人の場合のオンライン申立ての義務
化の有無の違いはあるが，総じて，代理人を付けない本人訴訟の場合に従前どおり
る質問に答えていくことで，最寄りの裁判所や裁判外の紛争処理機関を案内するほか，自分の抱
えているトラブルをどこに持ち込めばよいか分からない市民に適当な紛争処理機関を案内してい
る。これは本稿で対象としている民事裁判手続に入る前の段階の話であるが，市民の適切かつ迅
速な司法アクセスをサポートする国の取り組みとして重要なものといえる。日本の法務省でも
「かいけつサポート」（http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/hanisearch.html）という HP を開設
し，紛争の種類ごとに裁判外の紛争処理機関を紹介しているが，ここでは紛争処理機関の一覧が
表示され，そこから自分で適切と思われる紛争処理機関を探すことになるため，前記イギリスの
サイトの方が市民のニーズを丁寧に汲み取っており，より親切なものになっていると思われ，参
考になる。
57
杉本純子（日本大学法学部准教授・当時）「シンガポール・アメリカにおける裁判手続等のＩ
Ｔ化」講演資料
58
杉本純子「アメリカにおける裁判手続のＩＴ化－ｅ法廷の現状をふまえてー」自由と正義
2018.11
59
公益社団法人商事法務研究会「主要先進国における民事裁判手続等のＩＴ化に関する調査研究
業務報告書」（内海博俊執筆部分）令和２年３月
60
公益社団法人商事法務研究会「主要先進国における民事裁判手続等のＩＴ化に関する調査研究
業務報告書」（垣内秀介執筆部分）令和２年３月
61
大阪弁護士会「訪欧・訪米裁判ＩＴ化調査①（スペイン・ポルトガル調査）」月刊大阪弁護士
会 2019.11
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書面での提出を許容している点は共通している。このことは，代理人を付けない本
人を含む全ての人にオンライン申立てを義務化することの難しさを物語っていると
いえよう。
また，本人サポートに向けた充実した法整備（制度化）がなされている国はいま
だなく，裁判所から提供するサービスとして，紙で提出された書面のＰＤＦ化（電
子化），一方当事者からオンラインで提出された書面を紙で出力した上でオンライ
ンを利用しない他方当事者への送達，ホームページ等を活用したシステム利用方法
の説明，システム利用の補助，ユーザーガイドの提供，電話やメールによる相談対
応といった取組はあるものの，サポートを必要とする者全てにサービスが行き渡っ
ているとはいい難いようである。そのため，民間の慈善団体やプロボノ（社会貢献
活動）団体によるボランティアに依存する部分も多いように見受けられ，デジタル
司法へのアクセスが阻害される多様な人々への対策は不十分であるとして，更なる
検討と対策が求められているというのが現状である。
今般，日本における民事訴訟手続等のＩＴ化に伴う本人サポートについて法整備
がなされ，制度化されるようになれば，モデルケースとして海外からも注目される
のではないかと考える。
以下では，海外で実施されている本人サポートの取組を参考にしつつも，必ずし
も十分ではないことを念頭に置き，我が国で本人サポートを導入するに当たり，い
かなる人にどのようなサポートが必要とされ，国や弁護士会は何ができるのか，ま
たどのような点に注意しなければならないのかという視点から，サポートされるべ
き対象者の範囲や局面ごとに検討する。

３ 本人サポートを必要とする対象者
(1) 本人サポートを必要とする者の例
本人サポートを必要とする対象者は，パソコン，スマートフォン等の情報通信端
末及びスキャナ，プリンター等の周辺機器（以下「情報通信端末等」という。）を
所持しない者，ＩＴに不慣れな者その他何らかの理由でＩＴ機器を使った裁判手続
等を利用できない者である。具体的には，高齢者，障がい者（身体障がい者，精神
障がい者（発達障がい者）を含む。），生活困窮者，刑事収容施設被収容者が考えら
れる。

(2) ＩＴ機器を所持しない者・ＩＴに不慣れな者・高齢者
総務省が２０１９年１２月に全国の２０歳以上の世帯主がいる４万世帯を対象に
実施した通信情報機器の保有状況に関する調査では，世帯でのモバイル端末全体の
保有率は９６．１％で，そのうち「スマートフォン」が８３．４％，「パソコン」
が６９．１％となっている 62。通信情報機器が広く行き渡る一方で，パソコンもス
マートフォンも保有しない世帯が現実に一定数存在している。さらに，事件管理シ
ステムを利用して十分裁判手続を活用することを考えれば，画面が小さく，文書の
編集も難しいスマートフォンでは足りず，パソコンの利用は不可欠であるが，パソ
62

総務 HP(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd252110.html)
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コンを利用してインターネットに接続している世帯は５０．４％にすぎず，すなわ
ち，４９．６％の世帯は，インターネットに接続されたパソコンを利用できず，事
件管理システムを利用できる条件を備えていないことになるのである。 63
また，内閣府が２０２０年９月に全国の１８歳以上の男女３０００人を対象に実
施した民事裁判のＩＴ化に関する世論調査結果（２０２０年１２月公開）によれ
ば，訴状を裁判所に提出する方法として持参や郵送を認めずインターネット利用に
限定することについて，「賛成」「どちらかというと賛成」との回答が合わせて２
２．４％であったのに対し，「反対」「どちらかといえば反対」との回答が合わせて
５１．７％と半数を超える結果となった 64。反対の理由をみると，「誰もがインタ
ーネットを利用できるとは限らない」との理由が８２．４％で最も多く，裁判手続
のＩＴ化により取り残される者があってはならないとの意識が国民の中に広く共有
されていることが分かる。また，「システムの操作に不安があるから」との反対理
由が３５．３％に上り，ＩＴ機器を所持していても，その使い方が分からない，あ
るいは自信がないという者が相当数いるものと見込まれる。
もちろん，年齢を問わずＩＴへの習熟度やスキルの高い者は一定数存在するが，
とりわけ高齢者の中にはＩＴ機器を所持していない，操作に不慣れである者が比較
的多いと思われる。

(3) 障がい者
第２の２(４)を参照されたい。

(4) 生活困窮者
内閣府の消費動向調査（令和３年３月）によれば，パソコンを保有する世帯の割
合が，総世帯全体では６９．９％であるのに対し，年間収入が３００万円未満の世
帯では５０．１％にとどまっており，相対的には生活困窮者が社会のＩＴ化の進展
から取り残されていることが推測される。そのため，本人サポートを行うに当たっ
ては，生活困窮者に対する配慮が求められ，生活困窮者とＩＴを用いた司法制度と
を架橋することが必要である。
具体的な方策としては，司法制度や本人サポートの実施主体に関する情報を生活
困窮者にも届きやすくすることで，各制度をより利用しやすくすることが挙げられ
る。また，本人サポートの実施の点では，全国どこに居住・就労等していても裁判
手続を受けられるよう，国が中心となって必要なＩＴ機器等を備えた本人サポート
の拠点を全国各地に設置していくなどの方策を実施していくことが考えられる。

(5) 刑事収容施設被収容者
刑事施設被収容者（出入国管理法に基づく収容場の被収容者も含む。）は，事件
管理システムにアクセスする術がないことを前提にオンライン申立て等の義務化の
例外に位置付けられ，積極的に検討されていない。
しかし，裁判を受ける権利は刑事施設被収容者にも等しく保障されなければなら

63

総務省
HP(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd252120.html)
64
内閣府 HP(https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r02/r02-minjisaiban_it.html)
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ず，裁判手続等のＩＴ化が国民の裁判を受ける権利の保障をより充実させるもので
あるとすれば，刑事施設被収容者を安易に「例外」として扱い，積極的に検討しな
いことは望ましいとは思われない。
刑事収容施設の管理運営や被収容者の適正な処遇との関係で特有の問題はあると
しても，裁判所へ現実に出頭することなく裁判期日への参加を可能とするＩＴ化
は，刑事施設被収容者が裁判期日に現実に参加する権利を事実上奪っている現状を
大きく改善する可能性を秘めている。一般人と同程度とはいかないまでも現状より
かなり前進した裁判を受ける権利の保障を目指し，積極的な検討がなされるべきで
ある 65。受刑者は，刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において，物
品の貸与，面会，信書の発受，電話等による通信等が制限されているが，民事訴訟
の当事者としての，書面提出や出廷は，裁判を受ける権利の重要な場面なのであ
り，他方で，一般人との面会等も認められていることからすれば，一律に制限をす
るのではなく，例えば，逃亡の恐れがないと思われる刑務官が監視する下での事件
管理システムを利用した提出や，ウェブ会議への出廷を認めることができないか，
その隘路は何であるかについての検討を開始すべきである。

４

裁判手続の局面ごとにサポートが必要となる事務
オンライン申立て等を行う場所の確保，オンラインによる裁判期日での情報通信端

末等の操作の補助，裁判記録の閲覧や謄写申請手続の補助等，当事者本人が代理人を
付けずに手続を進めるに当たり，裁判手続の各局面において本人が必要とする手助け
全般を有償あるいは無償で引き受けることが想定される。
なお，ここで想定しているのは，前記のとおり，オンラインによる裁判手続を利用
するための事実行為としての事務であり，法的な内容にわたる事務は想定していな
い。「通信機器があり操作もできるが裁判手続について分からない人」は，ＩＴ化に
よって害される人ではなく，まさしく法律相談を必要とする者ということになるの
で，通常の法律相談によるサポートが想定されることになる。

(1) 情報通信端末等及び通信環境の整備，アカウント作成の局面
当事者本人がオンライン申立て等を利用できるよう，情報通信端末等の準備，並
びに事件管理システムにアクセスできるインターネット回線の使用契約及び回線に
接続するためのプロバイダ契約といった通信環境の整備が必要である。
これらの費用を負担する資力がない者を民事裁判手続等のＩＴ化の中で置き去り
にすることは許されず，サポートを検討する必要がある。方法としては，当事者本
人に情報通信端末等や通信環境を備えさせることを想定した現物の支給や取得・契
約費用の支給（補助），あるいは当事者本人がＩＴ化された民事裁判手続等を利用
できるよう情報通信端末等や通信環境を貸与することが考えられる。裁判手続が国
民一般の日常生活行為とはいえず，情報通信端末等や通信環境が民事裁判手続にの

65

出廷を拒否された受刑者が申し立てた東京弁護士会への人権救済申立事件において，同弁護士
会は，2016 年 2 月 2 日付けで勧告を出している。
（https://www.toben.or.jp/message/20160202_1.pdf）
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み利用されるとは限らないことからすると前者の方法は現実的ではなく，費用・管
理・メンテナンス等の課題は依然としてあるものの後者の方法での本人サポートを
検討するのが妥当である。 66
事件管理システムにアクセスするためのアカウント作成に当たっては，いかなる
事件管理システムが構築されるのかで手順や手間に違いが生じることが予想される
ものの，①通知を受けるためのメールアドレスの取得に始まり，②事件管理システ
ムを利用するためのアプリケーションソフトウェアのインストール，③アプリケー
ションソフトウェアを起動して個人のアカウントを作成するとの一連の作業が必要
である。ＩＴに不慣れな者はこれらの作業を自力で行うことができないことも考え
られるので，サポートを検討する必要がある。また，視覚障がいや聴覚障がいを有
する者については，これも裁判所が構築する事件管理システムの中身によるが，別
途，音声による読み上げソフトウェアや発言を文字変換して画面表示するソフトウ
ェアをインストールするサポートも考えられる。 67

(2) 書面のデータへの変換の局面
事件管理システムを利用して書面を提出（オンライン提出）するには，まず紙で
作成された書面（答弁書，準備書面，申立書，証拠等）をデータ（当面はＰＤＦ形
式が想定されている。）に変換することが必要で，当事者本人に対しては，まずこ
の点をサポートすることになる。
文書作成におけるワードや一太郎，表計算におけるエクセルといった一般に広く
普及しているソフトウェアで作成された書面データは当該ソフトウェアに備わる機
能でＰＤＦ形式での保存が可能な場合が多いと考えられる。なお，イラストレータ
ーによる図面等専用ソフトウェアでなければ開くことができない（汎用性のない）
データについて当該専用ソフトウェアにＰＤＦ形式での保存機能が備わっていない
場合，一度紙でプリントアウトした後改めてスキャンしてＰＤＦに変換する必要が
あるのか，汎用性のないデータのまま提出すればよいかはＩＴ化における制度設計
の問題である。
技術や知識のあるサポート担当者が汎用性のないデータをＰＤＦ形式のデータに
変換することはもちろん差し支えないが，そこまでは本人サポートとして要求され
る事務ではない。もっとも，例えばフリーソフトウェアのＣｕｂｅＰＤＦを使え
ば，印刷と同じ手順で多くのデータをＰＤＦファイルに変換することも可能であ
る。 68

(3) 書面をオンライン提出する局面
書面のオンライン提出は，情報通信端末等及びアクセスするためのアカウントを
用いて事件管理システムにアクセスし，情報通信端末等の画面に表示される指示に

66

貸与品を再利用する場合には，個人情報の漏洩も考えられるので，OS をクリーンインストール
して次の者に貸与することになるであろう。
67
現時点で想定されている事件管理システムはブラウザを使う模様であり，通常は OS にプレイン
ストールされており，Windows10 であれば音声読み上げソフトもプレインストールされていること
から，ここでのサポートは，そのアプリケーションの利用が中心になると予想される。
68
株式会社キューブ・ソフトの HP(https://www.cube-soft.jp/)
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従って提出書面データをアップロードすることになる。
これらの作業は，情報通信端末等の操作及び画面に表示される指示を正確に理解
して指示どおりに作業できることが前提である。事件管理システムにアクセスした
後の作業について，文字や画像だけでなく音声案内も同時に行われるなど，正確に
作業を進めさせるための重層的な手当てが施されれば，当事者本人が自分で行える
ケースも増えると思われる。
ただ，ＩＴ弱者が自ら書面提出をすることは難しい場合も想定される以上，新た
な司法システムの構築を目指すに当たり，裁判を受ける権利に支障を生じる場合に
当たることは当然であるのだから，国つまり裁判所がその責任において支障を除去
すべきで，提出についてのサポートをまずは裁判所で行うべきことが求められる。
これは，中間試案における第１の１「インターネットを用いてする申立てによらな
ければならない場合」において，甲案（原則として誰でも電子情報処理組織を用い
てしなければならない。）の例外としての「電子情報処理組織を用いてすることが
できないやむを得ない事情」について，広くＩＴ弱者はこれに該当するという制度
とし，もしも，ＩＴ弱者が申立て等をすべく，書面を，持参又は郵送あるいはファ
クシミリを用いて裁判所に届けた場合には，裁判所において，書面を電子化し，さ
らにこれをアップロードしなければならないとすべきである。なお，書記官事務の
増加が懸念されるところではあるが，少なくともファクシミリを送信できるのであ
れば，現在，これをＰＤＦにして送信するサービスは現に存在しており（ＦＮＸｅ
－受信ＦＡＸサービス 69），技術的には十分可能であり，書記官事務がそう増加す
るものではない。
また，シンガポールで導入されている Service Bureau に委託して，書面の電子
化と申請を代行してもらう仕組みも考え得るところである。ただし，これは民間団
体であること，手数料がかかることは検討事項である。
仮に，このような全面的なサポートまでは難しいのだとしても，裁判所にスキャ
ナ等を含むオンライン提出用の端末を設置し，書面を持参した者が，これを利用し
てアップロードできるように備えておくことは必要である。その際，裁判所職員が
これをサポートすることが望ましい。仮に難しければ，説明ビデオを流しておくと
か，最低限，掲示物等によって操作方法をわかりやすく解説することが求められ
る。
しかし，それだけでは十分ではないことは容易に想像できる。裁判所に出向いた
者であれば，裁判所からのサポートを受けることで十分である場合も多いし，か
つ，裁判所もサポートをすべきであるが，そもそも裁判所に出向けない者は，さす
がに裁判所のサポートは難しい。そこで，弁護士によるオンライン提出の局面での
本人サポートが必要となる。
この点，書面の提出の方法としては，①弁護士が訴訟代理人として弁護士のアカ
ウントを用いてオンライン提出をする場合，②弁護士が訴訟代理人ではなくして，
弁護士のアカウントを用いて本人の書面を提出する場合と，③本人が本人アカウン
69

FNX e-受信 FAX サービス(https://b2bform.nexway.co.jp/service/jyushin)
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トを使って書面提出をする場合の３通りほどが考えられる 70。
①は訴訟代理人であるから，特段の問題は生じない。
②の手法について，最高裁のアカウント付与については，現状，流動的ではある
が，少なくとも弁護士がその資格に基づいて固有のアカウントを付与されることは
間違いなく，これを利用して，本人のための当該事件に登録することを認めること
で，データのアップロードを行う仕組みの創設は可能であると考えられる。
ただし，この場合，アカウント登録をするのは弁護士であるため，それを希望し
ない本人もいる可能性はあり，③の手法，つまり，弁護士は一切表に出ず，専ら，
本人が本人のアカウントを使って書面を提出したい，その際のサポートをしてほし
いという需要がある可能性はある。そのため，傍で当事者本人の作業をアドバイス
するといったサポートの方式も必要になると考える。これは，オンライン提出をサ
ポートするというよりも，オンライン提出のやり方を教示するだけであるから，本
人サポートの局面ではないかもしれないが，法律相談と同様の枠組みで，事実行為
についての相談を実施することで対応できる可能性はある。ただ，実際は端末を利
用しながら行わざるを得ないと思われ，本人が法律事務所にノートパソコン等端末
を持参してもらった上で対応することが基本となろう。
加えて，この場合，本人が事件管理システムにアカウント登録をすることになる
ことから，これについてのサポートも必要な場合が想定される。ただし，このアカ
ウント登録については，ＩＤのみならずパスワードまで第三者である弁護士が閲覧
することや使用することは問題がある。制度的に第三者が本人のＩＤ・パスワード
を用いることは想定されていない。したがって，アカウント登録のサポートについ
ては，その相談のみが限界である。
前記②の仕組みが可能であれば，システム送達あるいは裁判所の事務連絡の通知
は，例えば弁護士アカウントのメールアドレス宛に送信するなど，本人ではなく，
弁護士のメールアドレス等が窓口になる可能性もある。仮に，そのような制度設計
となれば，一度，自身のアクセスアカウントを使用してオンライン提出のサポート
をした弁護士は，その後も継続してサポートすることも可能となり，継続的なサポ
ートの実現や裁判手続の停滞防止，非弁業者介入の抑制等メリットがある一方で，
弁護士側が負担を感じて本人サポートへの協力を回避する傾向が生じる恐れも考え
られる。また，書面送達の効果が発生してから本人に書面が届くまでにタイムラグ
が生じることになるため不変期間の遵守が困難な場合までも出てくることが予想さ
れる（第５の４(5)も参照されたい。）。

(4) 手数料の電子納付・電子決済の局面
民事裁判手続等のＩＴ化の議論に伴い，現行の書面への印紙貼付や郵券の予納を
70

なお，ここでは弁護士アカウントに本人サポートの機能を付けることを前提に説明をしている

が，本人アカウントに紐付けを行ったサブアカウントを作ることができるものとして，これを弁
護士が利用するという手法もあり，執筆段階では流動的であることをお断りしておく。また，そ
もそもサブアカウント自体不要であるという論もある。
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廃止し，電子的に納付させる制度が考案されている。
その方法として，Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー。税金や公共料金，各種料金等の
支払を，金融機関の窓口等を利用せず，オンラインにより決済するサービスであ
り，ＩＤなどの登録は一切行わず，ＡＴＭからの支払いも可能となっている。）な
どの利用が検討されている。
ＡＴＭによる納付でもその操作に介助を必要とする者はいると思われるが，事件
管理システムへのアクセスを必要とするものではなく，訴訟の内容に直接関わるも
のではないことから，本人サポートの対象ではないと考える。

(5) 相手方及び裁判所からの書面を受領する局面
書面の受領の局面に当たっては，相手方から書面提出がされた場合，本人が事件
管理システムへの登録に伴い届け出た通知アドレスに通知されることが原則 71とな
っている関係で，弁護士において対応することは困難を伴う。事件管理システムに
登録をしているのだから，ＩＴ化に対応できている以上，サポートは必要ないとの
指摘も考えられるが，そもそも提出の局面では，１回限りのサポートである場合も
多く，事件管理システムへの登録はサポートを受けてどうにかできたが，そこでサ
ポートが終了してしまえば，その後十分使うことはできない本人はいくらでもいる
と思われる。やはりサポートは不要であると切り捨てるのは妥当ではない。ＩＴ弱
者である本人が，事件管理システムへの利用方法が分からないがために，これを放
置してしまい，みなし送達によって相手の書面は送達とみなされ，結局敗訴してし
まうことも出てくるであろう。このような事態は避けるべきであり，検討は必要で
ある。たとえ事件管理システムに登録していたとしても，申出があった場合には，
何らかの方法で，書面を届けるべきである。この点，事件管理システムに登録して
いない者への送付等は，裁判所から行ってしかるべきであることから，この場合
も，裁判所が当該データを印刷して直接その者に送付を行うべきである。日弁連と
しては，その旨，裁判所の送付手続の導入を働きかけるべきである。
もっとも，裁判所としては，事件管理システムへ登録をしている以上，絶対にこ
れを通じて書面の受領をすべきであるという点を固持する場合も考えられる。そこ
で，仮に，弁護士が本人サポートとして書面の受領を行うとした場合も検討してお
く。
この点，提出の局面において述べたことと同様に，アカウントの利用として，①
弁護士が訴訟代理人として弁護士のアカウントを用いて相手がアップロードした書
面を受領する，②弁護士が訴訟代理人ではなくして，弁護士のアカウントを用いて
相手がアップロードした本人の書面を受領する，③本人が本人アカウントを使って
書面を受領するという３通りが同様に考えられる。
①は特に問題はない一方で，③については，弁護士が本人のアドレスに届いたメ
ールにアクセスすることは許されない以上，制度としての導入は極めて困難であ
る。したがって，仮に，①以外の態様でサポートを行うとすれば，②の場合，つま
り，弁護士が固有アカウントを用いて事件管理システムにアクセスし，本人の事件
71

中間試案第３の１(1)及び(2)(4,5 頁)（http://www.moj.go.jp/content/001342957.pdf）
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を登録して，連絡窓口になるということが一応制度設計として考えられるところで
ある。その場合，本人に書面が届くまでのタイムラグが生じ，不変期間の遵守が困
難な場合が生じるおそれもあり，利用者にはそうしたリスクへの十分な理解と了承
が求められることになる。他方で，本人が代理人選任ではなく本人サポートを選択
したことに伴う弊害について，弁護士は本人に十分説明し，弁護士として契約不適
合責任を問われることのないように注意する必要がある。
ところで，書面の受領は法律事務ではないと解する立場からは，民間企業が行う
ことも可能となるが，非弁行為の温床となるおそれがあるため，この点に関する十
分な配慮が必要となる。その意味からすると，担い手は弁護士に限定することが望
ましいように思われるが，弁護士がどこまで対応できるかや本人の利便性を考慮し
た場合，そのようなノウハウに長けている民間企業が通知アドレスの届出を行い，
ダウンロードを行って書面を本人宛て郵送するサービス・事業も考えざるを得な
い。
なお，オンライン申立て等の義務者に該当する者であっても，申立てその他の申
述をしないのであれば，通知アドレスの届出を義務付けられない。例えば，訴状の
内容について，被告として反論せず，何ら書面も提出しないという場合，事件管理
システムへの登録は不要である。あるいは，反論はあるが書面ではなく法廷に出頭
して口頭による弁論のみで争うという場合も，やはり登録は不要である。これらの
場合，事件管理システムに登録している相手方がオンラインで書面を提出した場
合，事件管理システムに登録していない当事者に対しては，紙の書面を送るしかな
い。そこから，その書面作成を誰がするのか，その費用をどうするかという別の問
題が大きく取り上げられているが，このことはいかなる法制度を構築するかの問題
であって，事件管理システムに登録をしているＩＴ弱者へのサポートをどうするか
という本人サポートの議論とは異なる。

(6) 訴訟記録の閲覧・謄写の局面
当該事件記録の閲覧・謄写について，訴訟記録が電子化されている場合は，謄写
というのは，事件管理システム上のデータをダウンロードして複製することを意味
することになるが，これは，事件管理システムにアクセスをすることができれば可
能であり，書面を受領する局面と同様である。
なお，謄写（複製）については，謄写物（複製物）を本人に交付するということ
で，本人サポートを実現できるが，閲覧については，本人がしなければ意味がない
し，そもそも弁護士も依頼を受けていないならば第三者に当たるため，閲覧資格が
ない場合も考えられる。いずれにせよ，閲覧の言葉の意味を考えても，サポートの
対象は複製のみと考えるべきで，閲覧の場合には，閲覧申請のサポートか，あるい
は，本人が使用する端末の利用法の説明にとどまるものと考えられる。
なお，ＩＴ化における訴訟記録の閲覧・謄写（複製）は，自身が当事者となって
いる事件と当事者ではない事件の場合で分けて考える必要がある。
現在，訴訟記録が紙ベースであるため，自身が当事者となっている進行中の事件
についても，訴訟記録の閲覧・謄写申請のための手続を取っている。裁判所が作成
する期日調書も同様である。しかし，民事裁判手続がＩＴ化された場合，当事者は
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事件管理システムにアクセスすれば訴訟記録を閲覧し，必要な書面をダウンロード
することができるため，閲覧・複製の申請は必要ない。ただ，事件終了（確定）後
は，事件当事者であっても一定期間後は訴訟記録への自由なアクセスができなくな
ると考えられ，その場合は，別途の手続を踏んで閲覧・複製を申請することになる
と考える。 72
事件当事者ではない第三者が訴訟記録を閲覧・複製しようとすれば，事件管理シ
ステムを使った申請書のオンライン提出を行って，これを受けて，裁判所から，ア
クセスをするためのアカウント発行，閲覧の場所（つまりＵＲＬ）やパスワードに
関する通知を受けて，閲覧・複製することになるが，訴訟記録の閲覧・複製につい
ても，情報通信端末等の使用が前提となるため，対応できない者に対するサポート
が必要と考えられる。
なお，閲覧は，いうまでもなく本人が閲覧することを意味し，サポートする者が
代わりに閲覧するということではない。また，現行法上，利害関係がない第三者に
は謄写が認められていないところ，当該第三者に裁判所外でのオンラインによる閲
覧を認めると，画面を撮影する等して脱法的に訴訟記録を取得することができてし
まうことが懸念されており，利害関係のない第三者については裁判所でのみ閲覧で
きるとする考えが有力である。

(7) ウェブ会議による期日に出頭する局面
争点整理手続については，制度設計について，なお流動的な部分があるものの，
ウェブ会議を必須にすることは想定されておらず，電話会議が利用可能という方向
性である。電話（固定電話か携帯電話か問わない。）さえ使うことができれば対応
可能であるから，大半の争点整理手続期日については本人サポートの問題は生じな
いと考えられる。
これに対して，口頭弁論期日は，ウェブ会議で行うこと，つまり，音声及び映像
の送受信を要件とする期日となる見通しである。第１回口頭弁論期日は擬制陳述を
使って出頭しないことで対応は可能であるが，続行期日は，裁判所に現実に出頭す
ることが困難であればウェブ会議への参加が必要となる。この場合，指定された日
時に情報通信端末等を使用して事件管理システムにアクセスし，情報通信端末等に
表示される映像と出力される音声を視聴しながら必要な主張・立証活動を行うこと
になる。特に，口頭弁論では証人尋問等の証拠調べ等重要な手続が行われることか
ら，裁判所に現実に出頭することが困難な場合にウェブ会議形式で出席できるよう
にすることは必須であろう。
やはり，情報通信端末等やインターネット通信環境がない，ＩＴに不慣れである
といった当事者本人に対し，裁判を受ける権利を十分に行使させるため，情報通信
端末等やインターネット通信環境の提供，事件管理システムへのアクセス等期日に
72

事件管理システムにおける訴訟記録の保管形態がどういうものになるか明らかになっていない
が，進行中の事件と確定した事件とではその訴訟記録の保管場所が事件管理システム内で分けら
れることが考えられ，その場合には事件記録へのアクセスルールも異なることになると思われる
ので，事件進行中のアクセス権限では確定後の訴訟記録にはアクセスできないことになるのでは
ないかと思われる。
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おける情報通信端末等の操作補助等の本人サポートをすることが考えられる。

(8) その他
ＩＴ化による個別事件の裁判手続等それ自体のサポートではないが，その前提と
して，パソコン等情報通信端末等の教育体制が広く整えられてもよいと思われる。
学校教育の場でパソコン教育は既に広く実施されているが，その中でＩＴ化された
民事裁判手続等についても取り上げることを検討すべきである。

５ 本人サポートの検討事項
(1) 心理的な問題（意識の問題）
かねてより指摘されているように，日本国民一般から，裁判手続は遠い存在とし
て意識される傾向がある。「裁判なんて大袈裟な」「訴訟を起こすと変わり者扱いさ
れる」といった声も聞かれるように，事を荒立て，大ごとにすることなく穏便に済
ませたいという意識が先行してしまうといったことも含め，その理由は一つではな
く様々な事情が前記のような国民意識の背景にあるから，これまでの司法制度の在
り方に殊更責任を押し付けることはできない。しかし，裁判手続は複雑で専門的知
識や経験がなければできないもの，裁判には時間も費用もかかるから経済的にも時
間的にも余裕がなければできないものといった印象を抱かせてきたことが，国民に
裁判手続を遠い存在として意識させる原因の一つとなってきたこともまた否定はで
きないと思われる。
今般の民事裁判手続等のＩＴ化は，より国民が裁判手続を利用しやすくすること
を目的としているはずであるが，ＩＴを利用できない人や不慣れな人に裁判手続を
一層遠い存在と意識させるようなことがあれば本末転倒である。法曹全体が共有す
べき問題意識ではあるが，まずは国が率先して本人サポートに注力していくととも
に，ＩＴ化された民事裁判手続等の技術的なことだけではなく，民事裁判手続等の
利用自体の促進を図るため，積極的な広報活動や支援策を実施していくべきであ
る。

(2) 本人サポートの担い手（人員の問題）
本人サポートの担い手の問題と本人サポートを行う拠点の問題は切り離せない問
題ではあるが，前者は国民の裁判を受ける権利を守るための活動を担うにふさわし
い者は誰かという問題であり，後者は周囲と区画されるなどの機密性の確保や情報
通信端末等やインターネット通信環境の整備の有無といった異なる要素からの検討
が必要なため，以下ではまず本人サポートを担う人員について検討し，拠点につい
ては第５の５(3)で検討する。
1)

裁判所
民事裁判手続等のＩＴ化における本人サポートは，国民の裁判を受ける権利
の保障に直結するものであるから，裁判所を中心とした国による対策がまず行わ
れるべきである。 73
現在でも，事件の係属前であれば裁判所の事件受付の職員，事件の係属後で

73

日弁連・前掲「民事裁判手続のＩＴ化における本人サポートに関する基本方針」3 頁
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あれば係属部の担当書記官により，裁判所の公平・中立性を維持しつつ，裁判所
に出向いてきた者に対する手続の助言が実施されている。民事裁判手続等のＩＴ
化との関わりでは，情報通信端末等へのアプリケーションソフトのインストール
の方法，事件管理システムへのアクセスするためのアカウントの作成方法，ログ
インの方法，事件管理システムの使い方等についての説明，紙の書面を持参した
当事者が裁判所内に設置された情報通信端末等を用いてＰＤＦに変換し，事件管
理システムからアップロードする作業を補助できるような体制を整えるべきであ
る。
同時に，裁判所に自身のノートパソコンを持参してサポートを受ける場合も
想定されることから，裁判所内部に無線Ｗｉ－Ｆｉスポットを整備することや，
利用者が使えるコンセントの確保，更には紙に打ち出すためのプリンター等の機
材の設置についても，検討されるべきである。
対応する人員をどうするかは裁判所で検討してもらうしかない。事件担当の
裁判所書記官が対応することが望ましいが，本人サポートの対象作業は法律行為
ではなく事実行為としての事務作業であること，裁判所書記官は一人ひとりが多
数の事件を担当し，かつその業務は多岐にわたることからすると，本人サポート
に専従する職員を確保し，裁判所に相談窓口を設けるのが効率的ではないかと考
える。もちろん裁判所ごとに事件数や職員数は違うので当該裁判所の実情に合わ
せた対応が求められる。
人によるサポートを補完するものとして，先行してＩＴ化が進んでいる諸外
国のように裁判所のホームページにＩＴ化による裁判手続の流れや作業方法につ
いて，Ｑ＆Ａも交えた説明を掲載するとともに，事件管理システムの使用方法に
ついてのマニュアルを作成し，誰でも閲覧できるように裁判所に備え付けておく
べきである。また，裁判所のホームページ上に当該マニュアルを掲載し，ウェブ
上での閲覧や本人の情報通信端末等にダウンロードして見ることができるように
し，そのことを裁判の呼出状に注記してはどうかと考える。さらに，ＩＴ化にお
ける事件管理システムは全国一律のものが構築されることを前提に，全国どこか
らでもフリーダイヤルで電話相談できるサポートデスクを設置することや，事件
管理システムを使用した裁判手続のデモ映像を動画配信サイト等ネット上で配信
し，裁判所でも同じ映像を視聴することができるようにしてはどうかと考える。
さらに，事件管理システム自体も作業の順を追って音声案内が流れるようにする
など，ＩＴ技術を駆使して，当事者本人が裁判所からの説明を受けることができ
る方法を可能な限り多く準備すべきである。
以上のとおり，本人サポートは第一義的に裁判所において積極的に推進され
るべきであるが，場所や人員の関係上，裁判所だけでサポートを求める全ての当
事者本人の要望に対応することが難しいことも想定される。その場合，裁判所の
サポートを受けることが難しい，あるいは更なるサポートを受けたいと望む当事
者本人のフォローは弁護士が担うことがふさわしい。そこで，裁判所は，そうし
た当事者本人のあることも想定し，法テラスや弁護士（会）による本人サポート
相談についても広報すべきである。例えば，訴訟の被告に対しては，期日呼出状
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兼答弁書提出催告書の中に，弁護士会で相談が受けられる旨と弁護士会の連絡先
を記載することを裁判所に求めることも考えられる。現在でも，民事・家事当番
制度の告知がされる裁判所もあり，こうした扱いを裁判所ごとの裁量に任せるの
ではなく一般化するべきである。
2)

法務省
法務省が管轄する法テラス（日本司法支援センター）地方事務所は，国民が
どこでも法的サービスを受けられるよう設置されたものであるから，法テラスに
勤務する弁護士や職員による本人サポートが積極的に検討されるべきである。こ
の点，総合法律支援法に定める法テラスの業務範囲との関係が問題となり得る
が，特に資力の乏しい本人には法テラスによるサポートが不可欠であることか
ら，必要な法改正も併せて検討するべきである。 74
また，法務省の職員は裁判手続を直接の業務としているわけではないが，民
事裁判手続等のＩＴ化に当たっては，法務省が法整備や事件管理システムの構築
に関わるとともに，主体的・積極的に広報活動を行っていく立場にあること，本
人サポートの対象は事実行為としての作業にとどまることから，可能な限り法務
省内でも（実質的には各法務局，地方法務局，支局，出張所において）本人サポ
ートに取り組む体制と人員の確保を，法改正も含めて検討すべきと考える。

3)
①

弁護士会及び弁護士個人としての対応について
弁護士会による担当者名簿及び相談マニュアルの作成
裁判所に次ぐ本人サポートの担い手としては，弁護士会が考えられるとこ
ろであり，費用の問題や人的・物的体制の問題を十分にクリアすることを前
提に，積極的に取り組むべきである。本人サポートは法律事務に及ばない事
実行為としての作業を対象としていることからすれば，弁護士のみならず弁
護士会の職員が対応することも考えられる。しかし，各弁護士会の実情から
本人サポートのために職員の業務時間を割く，あるいは本人サポート対応専
門の職員を新たに雇用することが難しいことも考えられ，サポート自体は弁
護士会ではなく，各弁護士による対応が中心になると思われる 75。なお，外部
の民間業者に委託する，時間制のアルバイトを雇うといったことも考えられ
るが，裁判というプライバシー性の高い情報を扱うことからすると，弁護士
会が主宰する相談体制に弁護士会関係者以外が携わることは慎重な検討を要
する。
弁護士会では，迅速に対応すべく，弁護士会内に担当者名簿を作成してお
くこと，さらに，相談者からサポートの申込みがあった場合の手続やサポー
ト内容について日弁連で定め，相談マニュアルを作成しておくことができれ
ば，迅速なサポートが可能となると考えられる。ただし，そこで定めるべき
は最低限の内容にとどめ，あとは，各弁護士会の実情に応じて自由に定めら
れるものとすべきである。担当者名簿を作成するに伴い，名簿登録希望者に

74
75

日弁連・前掲注 73)3 頁
このような仕組みについて，日弁連・前掲注 73)4 頁
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対するガイダンスの実施等，担当者が相談対応のスキルを学習できる体制も
整える必要がある。
そして，名簿に従って本人サポートについての配点を受けた各弁護士は，
通常の法律相談の枠組みと同じように対応することになる。例えば，事務所
に呼んで機器の操作を助言するとか，あるいは，十分な対価の支払が前提で
あるが，後記のとおり，出張相談の枠組みを利用して，相談者のもとに出張
して機器の操作をすることも念頭に置く必要があろう。さらに，事実関係を
確認した上で受任相当事案であることがわかれば，訴訟代理人としての受任
も検討し得る。
②

弁護士個人としての対応
民事裁判手続等のＩＴ化に当たり，弁護士会における制度化された本人サ
ポート体制だけでは，人員や場所の問題で本人サポートの要望に対応しきれ
ないことが予想される。したがって，弁護士が個人として積極的に本人サポ
ートに取り組むことが望ましい。その準備として，各弁護士が弁護士会実施
の研修会への参加，日弁連ｅラーニングの受講によりスキルアップに向けた
積極的な努力をすること，日弁連や弁護士会はそうした機会の積極的な告知
を行うとともに，研修会を複数回開催するなど弁護士が参加しやすいよう配
慮すべきである。

4)

市町村役場による協力
本人サポートの対象が事実行為としての作業にとどまることからすると，各

地域の住民の認知度も信頼度も高い市町村役場の職員による対応が実現すればそ
の効果は大きいと思われる。しかし，市町村役場は行政機関であって，無料の市
民法律相談会等を主催しているとしても，裁判手続に関わる業務とは本来無関係
であることから，事実行為とはいえ本人サポートに携わる人員の確保まで一律に
求めることは困難であると考える。したがって，市町村役場については後記する
「場所」の提供における積極的な取組を求めるとしても，人員確保については市
町村役場の管理運営を定める地方自治法等関係法令の枠内で各自治体の裁量に任
せるほかないと思われる。

(3) 本人サポートの拠点（場所の問題）
本人サポートの拠点には，周囲と区画されるなど機密性が確保されていること，
情報通信端末等やインターネット通信環境（セキュリティ対策も含め）が整備され
ていることが必要である。
1)

裁判所
そうした拠点として，まず各地に所在する裁判所が挙げられる。拠点として

使用される裁判所施設としては，地裁本庁や同支部のほか独立簡易裁判所が考え
られる。民事裁判手続等のＩＴ化は新たな司法システムの構築を目指すものであ
るから，これに伴って裁判を受ける権利に支障が生じる場合には，国がその責任
において支障を除去することは当然であり，まずは，国がその責任を負うべきで
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ある 76。ＩＴ化を契機として，裁判所支部の統廃合が議論されるようなことがあ
ってはならず，むしろ本人サポートという新たな役割を担う重要な拠点として，
一層の拡充が検討されるべきである。
2)

国・地方自治体の施設
広く国民を網羅する形で裁判所施設が設置されることが望ましいが，予算の

確保や候補地の選定，設置されるまでの時間の問題があることからすると，裁判
所以外の国の施設である法務局，地方法務局，同支所及び出張所，公証役場，地
方自治体の施設である市区町村役場やその支所及び出張所の利用も積極的に検討
されるべきと考える。これらの施設は地域住民にとって身近な存在であり，知名
度や信頼性も高いことから，これらの施設で本人サポートを受けられるとすれば
国民にとって利便性も高く，非常に有益である。ただし，裁判所の場合とは異な
り，これらの施設は本来裁判手続を扱う場所ではないため，当該施設の職員に本
人サポートの対応をさせることまでは困難であるので，あくまで法の枠内での場
所の提供にとどまる。
3)

法テラス
人員の問題でも述べたが，公の機関である法テラス地方事務所や同支部，出

張所，地域事務所は，正に市民の司法へのアクセスをサポートする機関であるこ
とから，本人サポートの拠点としての機能を果たすことが求められる。
4)

弁護士・弁護士会
民間では，まずもって弁護士会及びその支部（部会，地区会，在住会等を含

む。），法律相談センターの施設が，本人サポートの拠点としての中心的役割を果
たすことが必要である。個々の弁護士の事務所については，本人サポートのため
のスペースや環境を整えられるところは限られると推測され，対応できる事務所
が実施することは否定しないものの，一般的に弁護士事務所を本人サポートの拠
点として想定することはできず，基本的に弁護士会を通じてのサポートというこ
とになると考えられる。
ところで，当事者本人は，居住地の問題や身体上の問題等様々な事情を抱え
ている場合があり，相談場所に出向ける者ばかりではない。そのため面会相談以
外の相談についても，検討しておく必要がある。
電話相談は，十分な聴取が難しいこともあるし，ＩＴ機器のサポートを電話
で行うことは困難であるかもしれないが，とりあえずの相談としては向いてい
る。
最も本人に寄り添うことができるのは出張相談である。しかし，出張相談
は，出向くことによる弁護士の負担がかなり大きいものであって，ここを手当す
るのに十分な費用が拠出されることが大前提である。また，出張場所が施設や病
院等だとすれば，その施設との調整も必要となり，この点も，弁護士において調
整が必要となるが，費用についても，そうしたことも踏まえた金額設定が必要と

76

日弁連・前掲注 73)
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なろう。
情報通信端末等に関していえば，遠隔操作ができるソフトウェアが開発され
ている。従前は，ポート開放等の複雑な手続を要したが，近時は，インターネッ
トに接続さえされていれば遠隔操作が可能な TeamViewer なども開発されてい
る。これを利用すれば，本人のパソコンを遠隔で操作することができるため，情
報通信端末等のサポートを遠方にいながらすることは可能である。なお，
TeamViewer のインストールは，電話によって指示しながら行うことが可能であ
り，本人が利用を開始するに当たって支障はない。もっとも，セキュリティ上の
不安はないわけではない 77。また，各弁護士がこうしたソフトウェアを的確に使
いこなせるかという疑問もある。ただ，出張相談のハードルが非常に高いことか
らすれば，こうした遠隔操作と電話相談を組み合わせることによって，ある程度
カバーできるのであって，全く不可能というわけではないようにも思われる。
5)

その他民間団体の施設等
その他，商工会議所等これまでも無料法律相談会を実施している団体の施設

も，当該団体がスペースの確保や環境整備を受け入れられるのであれば，本人サ
ポートの拠点として活用することを検討してもよいと思われる。ただし，これら
の団体は裁判手続など法律業務を扱うことを目的としているわけではないので，
これらの団体の施設を活用するに当たっては，本人サポートの拠点として認めら
れるための基準や要件を法律で定めるべきである。さらに，事件管理システムに
データをアップロードするだけであれば民間業者でも可能であり，例えばコンビ
ニエンスストアの端末の利用や郵便局を拠点としたサービスも考えられるが，後
出のサポートにおける問題点について法的整備を行う必要があろう。

(4) 情報通信端末等の貸出し（機器の問題）
当事者本人がサポートの拠点に赴く場合には，当該拠点に情報通信端末等やイン
ターネット通信環境が整備されていることが通常と考えられる。しかし，サポート
拠点まで足を運ぶことができない者については，自宅に情報通信端末等やインター
ネット通信環境がない場合，弁護士（あるいは弁護士会）が情報通信端末等を準備
し，通信環境（情報通信端末等自体での通信あるいは携帯できるＷｉ‐ｆｉ機器の
準備）も整えた上で，本人に貸し出すことが一応考えられる。しかし，このような
貸出しは費用負担も重く，一般的な制度としての導入には相当な困難が予想される
ところである。
そのため，こうした当事者本人の裁判手続への参加に対応するため，ケースを限
定するとしても，やはり従来どおりの書面による対応の余地は残しておかなければ
ならない。

(5) 本人サポート体制運営の費用（財政基盤の問題）
本人サポート体制を構築し，それを運営してくためには，情報通信端末等の準備
77

TeamViewer による接続はパスワードが必要であるが，毎回発行されるパスワードは異なる。サ
ポートする者としては電話で１回限りのパスワードを教えてもらった上で，対象者のパソコンに
アクセスをしてサポートを行うが，サポートが終了すれば，その後アクセスしようとしてもでき
い。このようにして，セキュリティ上の問題が起こらないような仕様になっている。
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費用，インターネット通信環境の整備のための費用，本人サポートを実施する場所
を確保する費用，サポートに対応する人員の人件費や交通費といった費用がかかる
ことが想定され，それを支える財政的基盤（原資）をどのように確保するかが重要
な課題である。
裁判所が行う本人サポートについては，ＩＴ化によって裁判を受ける権利に支障
を生じる者に対して必要なサポートである限り，基本的に全てが国の予算で賄われ
るべきであるし 78，裁判所以外の国や地方公共団体の施設で行われる場合も，本人
サポートを行うスペースの確保やそこに設置する情報通信端末等の準備，インター
ネット通信環境の整備にかかる費用は国や自治体の予算で賄われるべきである。民
間であっても，弁護士会や商工会議所等無料法律相談会を行っている団体が本人サ
ポートを行うに当たり，スペースの使用料や情報通信端末等及びインターネット通
信の使用料を本人から徴収することはないと思われる。また，裁判所において裁判
所の職員がサポート対応する場合を除き，それ以外の本人サポートにおいては弁護
士等の有資格者が対応するのが基本であるから，これを弁護士等のボランティアと
しては制度の維持はおよそ不可能であって，その費用を誰がどれだけ負担するのか
が問題となる。
これを本人サポートの利用者である本人に負担させるとすれば，資力に乏しいが
故に弁護士に依頼せずに本人訴訟を選ぶ者も少なからずいる中，そうした者が十分
な訴訟活動を行うことを阻害することになりかねない。また，そうした費用の負担
ができないことを理由に，ＩＴ化された後も書面によるやり取りを希望することに
なれば，ＩＴ化の推進をかえって阻むことにもなる。
思うに，民事裁判手続等のＩＴ化が国民の裁判を受ける権利をより充実させるた
めの国の政策であることに鑑みれば，本人サポート体制の構築や維持にかかる費用
は原則として国が責任をもって負担すべきである。よって，資力に関係なく本人サ
ポートの費用は本人の負担はないものとし，サポート担当者には国から支払がされ
る仕組みを構築すべきである。なお，ＩＴサポート相談は，ＩＴに特化したもので
はあるが，引き続き，法律相談をすることは問題ないものとする。ただ，この場合
は通常の有料相談か法テラスを利用した扶助相談の枠組みとなる。
本人サポートの費用について，総合法律支援法の枠組み，つまり法テラスによる
支援とすることは賛否両論がある。法テラスの費用が低廉であり，批判が強いこと
から，抵抗を持つ弁護士も少なくないし，法テラスとの契約を行っていない弁護士
も相当数いる。したがって，法テラスを経由する費用の支払は，弁護士が本人サポ
ートへの協力を避ける傾向を強めることになりかねないので，一層慎重な検討を要
する。
やはり，本人サポートの費用は国費で賄うべきであり，それを前提に本人サポー
トに従事した個々の弁護士の費用については弁護士会を経由して支払をすることも
考えられる。費用については，例えば，同一弁護士が通知の受信も含めて継続して

78

オンライン提出された書面等をプリントアウトして受領する場合の出力費用を本人に負担させ
るという議論はある。
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サポートすることになれば弁護士の負担も相当なものとなるため，国民の裁判を受
ける権利の保護と弁護士の業務としての採算性等を考慮して慎重に検討する必要が
ある。ただし，この場合でも，国から金銭を受け取ることになるのであるから，当
然，国から金銭の使途や給付方法等内容面において指示を受けることが考えられ，
こうしたことが弁護士自治を害することがないよう注意すべきである。
これに対して，より根本的に，私人間の紛争に関する費用をどうして国民の税金
から負担することになるのかという疑問がないではない。
しかし，これまでどおり，裁判にかかる訴訟費用であれば，原則敗訴者負担とす
るルールに変更はないわけで，問題は，国家の都合による民事訴訟のＩＴ化によっ
て侵害される当事者をどうするのかという問題なのであって，民事訴訟のための費
用を税金から出そうというのではない。
そもそも，民事裁判のＩＴ化によって，紙の削減や印刷コスト・郵送コストが大
幅に削減できるはずで，その分，本人サポートのための費用として利用することに
は，一定の合理性があるといえる。
しかも，ＩＴ化が進めば，世間にはＩＴ環境が一般的になりつつある以上，かな
り多くの者がＩＴを利用することが期待できるはずで，そうした多くの者の利益の
ために，ＩＴ弱者と呼ばれる少数者の裁判を受ける権利の侵害・制限があってはな
らない。現在の日本の民事訴訟は，制度改革が繰り返され，それなりに使える制度
になっており，少数者の権利にも配慮している。現行以上の権利制限を生じさせる
べきではない。
そして，このような配慮は，ＩＴ弱者とされる少数者の権利保障や便宜にとどま
るものではなく，そうした者を相手方として裁判を行う者にとっての費用や手間の
削減という便宜と表裏の関係にあるといえ，民事裁判手続を利用する全ての国民の
利益に資するものとして，本人サポートのための必要な費用は，国において全て負
担すべきである。
民事裁判のＩＴ化により，何よりも目指すべきは民事訴訟手続を利用する当事者
の利便性の向上である。本人サポートを国費負担とすることで，より多くの当事者
がＩＴ化された民事訴訟手続を利用してその利便性を実感することができるように
なり，それにより更なる民事訴訟手続の利用促進を図ることができる。

６

本人サポート実施において生じる問題点
本人サポートを実施した場合に，特に重要と認められる問題点について，次のとお

り指摘しておく。

(1) 利益相反の問題
弁護士職務基本規程２７条１号は，「相手方の協議を受けて賛助し，又はその依
頼を承諾した事件」について，たとえ同意があっても職務を行ってはならないとし
ている。つまり，同一の事件を反対方向から見るような職務遂行は禁止されてい
る。例えば，原告と被告と双方から依頼を受けて書面を事件管理システムにアップ
ロードすることは，まさしく，同一の事件について当事者双方のために職務を行う
こととなるため，仮に，アップロードを訴訟行為と考えれば，職務基本規程に反す
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る恐れが出てくる。
他方で，アップロードを完全なる事実行為と見るとするならば，「相手方の協議
を受けて賛助し，又はその依頼を承諾した事件」（同前），あるいは，「相手方の協
議を受けた事件で，その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるも
の」（同２号）に該当することはないと見る余地があり，職務を行い得ることにな
る。
特に，大都市ではない地方となると，弁護士の数も少ないし地域も狭いことか
ら，同一の事件の双方から相談があることは頻繁に起こることであり，今後の実務
を遂行するに当たり懸念されるところである。地方の弁護士は相談者についてデー
タベース化し，常に利益相反に気を配っているという実情がある。受任ができるの
かどうか問題となる。
思うに，アップロード行為が訴訟行為か事実行為かを確定するというよりも，職
務基本規程の記載のとおり，実質的に判断することになると思われる。
つまり，書面の内容について何ら相談を受けず，純粋に事件管理システムへのア
ップロードのみを依頼されたという場合，その者の「協議を受けて賛助し」たわけ
でもないし，アップロードを請け負っただけでは「事件」の「依頼を承諾」したと
はいい難いため，反対当事者から依頼を受けることは許容されるように思われる。
当然，そのような場合であれば「協議」もしていないと考えられるし，仮にしてい
たとしても，「協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」とは到
底いい難いであろう。
他方，依頼自体は書面のアップロードであるが，その内容についても事実上相談
を受け，記載について形式面も含めた何らかのアドバイスをしたような場合は，そ
の者の「協議を受けて賛助し」たとか，「協議の程度及び方法が信頼関係に基づく
と認められる」場合も相当程度出てくるであろう。この場合は，反対当事者から依
頼を受けることはできない。
以上のほか，利益相反については，事件当事者双方からそれぞれ依頼を受けて書
面のアップロード等を行った弁護士が，当事者の一方から正式に訴訟代理の委任を
受けて代理人に就任することができるのかなど，様々なバリエーションの問題が生
じ得るので，本人サポートとしてどこまで行うべきかとも関連させて更に検討を重
ねる必要がある。

(2) 守秘義務の問題
利益相反の問題は，書面のアップロードを事実行為と解釈するにしても，関与が
薄いなど事案によっては，反対当事者からの依頼を受けることができる場合もあり
得るが，たとえ，関与が薄くても，書面のアップロードの依頼を受けた際に守秘す
べき情報に触れる場合はあり，利益相反とは別の問題を生じる。
一般に，守秘性の高い書面に業務として接する者であれば，その書面に対して，
守秘義務を負う契約条項を入れるのが通例であるし，小規模の契約でいちいち契約
書の作成をしない場合であっても，常識的に秘密を漏洩しない契約上の附随義務を
負っていると解される。そのため，いかに書面のアップロードが事実行為であった
としても，その内容を自由にいい触らしてよいことにはならない。
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この点，弁護士は，職務基本規程２３条（秘密の保持）や，刑法１３４条（秘密
漏示罪）等，一般人に比して高度な守秘義務を負っている。したがって，事実行為
としての書面のアップロードに関与し，かつ，その関与が薄い状態であったとして
も，実質的に本人の秘密に属する事項であると思料されれば，それは契約上の守秘
義務に加えて，更に法令上の守秘義務も負うことになる。そのため，書面のアップ
ロードを請け負っただけの弁護士であっても，これをみだりに口外してよいことに
はならない。
仮に，書面のアップロードに加えて，内容に深く関わったような場合は，「相手
方の協議を受けた事件で，その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められ
るもの」（職務基本規程２７条２号）に達することもあり得，この場合は，利益相
反として，事件の受任はできないことは確かであるが，ただ，これに至らない場合
であっても，秘密事項に触れることはあり得，利益相反ではないが守秘義務を負う
という局面が一応考えられる。このような場合は，利益相反ではないので事件の受
任は問題ないことになるが，しかし，実際，非常にやりづらいことは間違いなく，
なるべく受任しないことが望ましい。仮に，地方の弁護士等利益相反的状況が頻発
する場合に，一定程度必要な場合も出てくるのだとしたら，弁護士には高い倫理観
を持ち，相手方の守秘義務を負いながら，事件を進行することを覚悟する必要が出
てくると思われる。

(3) 非弁行為の問題
民事裁判手続等のＩＴ化における本人サポートは，法律事務ではなく，事実行為
としての作業を補助するものであるとの名目で，訴訟代理人となる資格を有しない
第三者（個人・団体）が裁判手続に介入する糸口となることが考えられ，非弁の温
床となる恐れがある。事件屋が横行しないかなどが懸念される。
したがって，本人サポートを担うのは裁判所，法テラス等の公的機関や法令上認
められた訴訟代理人に限定することが望ましいが，仮に一般企業による本人サポー
トを認める場合には早急に問題を解消するための法的整備が行われるべきである。
ただ，司法書士については検討を要する。
司法書士について，代理権が認められているのは，簡裁事件であり，かつ，訴額
１４０万円以下の事件についてのみで，地裁事件や，訴額１４０万円を超える事件
については代理権がない。しかし，司法書士には，裁判所に提出する書類の作成が
認められている（司法書士法３条１項４号）ことから，代理権が認められていない
事件についても関与することが可能である。そのため，ＩＴ化に伴い本人サポート
として本人に代わって事件管理システムにアクセスすることを認めていくことが非
弁行為を誘発することとならないかが問題となる。
この点，司法書士の有する書類作成権限については，ただ本人のいうとおりに書
類を作ることを意味するのではなく，本人の主張を法律上精査し，しっかりとした
書面を作成する権限と責任があるという解釈を前提にすると，本人がいうことをそ
のまま形式的に作成するものではなく，必ずしも本人の指揮命令に服する必要はな
いことになる。
しかしながら，司法書士が本人の指揮命令に服することなく書面作成をすること
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ができ，かつ本人のために独自に事件管理システムへアクセスする権限を認められ
て提出行為をするということになれば，実質的に代理行為と変わらず，非弁行為そ
のものと評価する場合も生じる。裁判所も，司法書士に必ずしも広範な裁量権を認
めているわけではなく，「司法書士が裁判書類作成関係業務を行うに当たって取り
扱うことができるのは，依頼者の意向を聴取した上，それを法律的に整序すること
に限られる。」（大阪高判平成２６年５月２９日）と裁判所の判断も示されていると
ころである 79。司法書士による本人サポートを認めるべきか，認めるとすればその
範囲はどうなるかについては，大きな議論があるところである。
以上に対して，簡裁における訴額１４０万円以下の事件については法務大臣の認
定を受けた司法書士も代理権を持っているのであり，これについては，代理人とし
てのアカウントを認めることに問題はない。
なお，非弁行為抑止のためには，本人サポートは，法令上認められた訴訟代理人
の持つアカウントに限定することが望ましいわけであるが，非弁行為を行う者は，
秘かに本人アカウントを用いて書面のアップロード等を行うのであって，法令上認
められた訴訟代理人の持つアカウントに限定することは意味が薄いのではないかと
の指摘がある。しかし，他人が本人アカウントを用いることは違法であると明確に
することができるから，非弁行為を行うような者からすれば，発覚した場合のリス
クを考慮して回避する動機付けとなるものであって，法令上認められた訴訟代理人
の持つアカウントに限定することにより相当程度の抑止効果があるものと考えられ
る。

第６

まとめ
裁判手続がＩＴ化されて，オンラインで申立や書面の提出ができるようになれば，

システムの稼働時間の制限はあるにしても，いつでもどこからでも申立てや書面の提
出ができるようになるし，ウェブ会議で裁判に参加できるようになれば，出頭の負担

79

司法書士の書類作成権限に言及したものとしては，他には次のようなものがある。
① 昭和 10 年 6 月 28 日法曹会決議「司法代書と書類作製に関する件」によれば，「司法代書が
訴訟書類非訟書類を依頼人に有利となる如く作成する為事件の内容に付判断し鑑定に属する程度
の処置を為すは代書業の範囲を逸脱す（原文カタカナ）」
② 昭和 29 年 1 月 13 日民事甲 2554 号民事局長回答「弁護士法に規定する所謂「法律事務」の範
囲についての質疑に関する件」によれば，「訴状，答弁書，準備書面又は告訴状，告発状等の作
成は，他人から嘱託された趣旨内容の書類を作成する場合であれば，司法書士の業務範囲に含ま
れ，弁護士法第７２条の違反の問題を生じることはない。しかし，いかなる趣旨内容の書類を作
成すべきか判断することは，司法書士固有の業務範囲には含まれないと解すべきであるから，こ
れを専門的法律知識に基づいて判断し，その判断に基いて右の書類を作成する場合であれば，同
條の違反の問題を生じる。」とある。
③ 高松高判昭和 54 年 6 月 11 日判時 946 号 129 頁･判例タイムズ 388 号 57 頁は，「司法書士に
対し弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく，国民一般として持つべき法律知
識が要求されていると解され，従つて上記の司法書士が行う法律的判断作用は，嘱託人の嘱託の
趣旨内容を正確に法律的に表現し司法（訴訟）の運営に支障を来たさないという限度で，換言す
れば法律常識的な知識に基く整序的な事項に限つて行われるべきもので，それ以上専門的な鑑定
に属すべき事務に及んだり，代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入る如きは司法書士の
業務範囲を越えたものといわなければならない。」などと判示している。
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を軽減することになり，利便性が高まる。
しかし，裁判手続のＩＴ化による利便性を享受するためには，パソコン等の機器や
インターネットに接続する通信環境が必要であるし，それらを利用できる能力が必要
である。これらの機器を持たない者や，持っていても使いこなす能力を持たない又は
不十分な者にとって，ＩＴ化は司法アクセスの新たなバリアとなりかねない。情報が
今よりもインターネット経由に集約されるなどすれば，情報のバリアや心理的なバリ
アをさらに高めるおそれもある。ＩＴ化がこのような司法アクセスの新たなバリアと
なることは絶対に避けなければならない。そのためには，本章で検討したとおり，本
人サポートが重要であり，特に障がい者，高齢者には特別な配慮やサポートが検討さ
れなければならない。
また，地域司法の観点からは，ＩＴ化は移動に要する時間や費用を軽減するとの期
待が高い反面，支部統廃合や弁護士過疎拡大の懸念等も指摘されている。支部管轄地
域，特に過疎地域では，高齢者が多いことから，本人サポートの拠点としての裁判所
支部や独立簡裁が果たす役割は大きく，その維持・充実が不可欠である。同じく，弁
護士も本人サポートに積極的な役割を果たすことが求められているが，地域に密着し
た弁護士による出張サポート等，特に負担の大きいものもあり，本人サポートには国
費の支出が不可欠である。
民事裁判手続のみならず，家事事件や倒産事件，執行事件，非訟事件等にＩＴ化を
拡大する議論が始まる中で，あらゆる人が等しくＩＴ化による利便性を享受できるよ
うにし，ＩＴ化が裁判を受ける権利の一層の充実に資するようにするためには，国，
裁判所，そして弁護士・弁護士会が弱者の声，当事者・関係者の声，地域の声を丁寧
に聞きながら，制度や運用に反映させていくことが必要である。ＩＴ化が「司法弱
者」を生み出してはならない。
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3章

テクノロジーと司法のこれから

第３章 テクノロジーと司法のこれから

第３章

テクノロジーと司法のこれから

第１ 民事裁判手続のIT化を踏まえた「司法の将来像」
１ 司法の将来像を見据える素材としての「テクノロジー」と「ＯＤＲ」
本章では，民事裁判手続のＩＴ化に関する議論を踏まえた上，さらに，我が国の司
法全般とテクノロジーが描く将来の「理想」と「課題」について，次の素材をもとに
検討していく。
・最先端テクノロジーに関する外国での導入事例と我が国における活用可能性
・ドラスティックな変容が想定されるオンライン裁判外紛争解決手続（ＯＤＲ）

２ 司法の将来像を議論する必要
(1) 裁判手続のテクノロジー化は始まったばかり
１９９０年代から始まったＩＴ革命は国家作用にも波及し，行政は２０００年代
以降，「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に基づき，徐々にで
はあるが着実にＩＴ化への歩みを続けている。ところがこれに対し，司法のＩＴ化
はほとんど進まず，裁判ではいまだに膨大な紙面のやり取りが続いている。
民事裁判手続のＩＴ化は，こうした司法の大幅な立ち遅れを改善する画期的な変
革とは言えるものの，社会全体の情報化の進展の度合いに比較すれば，あくまでも
「はじめの一歩」にすぎない。

(2) ＩＴ化は司法とこれを取り巻く環境にも急速に広がる
民事裁判手続のＩＴ化の端緒となった内閣官房・日本経済再生本部「裁判手続の
IT化検討会」の取りまとめ 1では，民事裁判手続のみならず家事，倒産処理，非訟
や調停等各種手続のＩＴ化も想定されているし，刑事裁判についても，本年３月か
ら法務省に「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」が設置され議
論が始まっている 2。
司法へのテクノロジー導入は，今後も急ピッチでその範囲を拡大していくことは
確実で，これに伴い司法と，それを取り巻く環境も大きな変容を遂げることは疑い
ようもない。その変容の影響は司法手続だけでなく弁護士業務，さらに裁判外紛争
解決手続（ＡＤＲ）にも及ぶ。

(3) ＩＴ化は「オンライン化」だけでなく「ＡＩ化」も招来する
急速な広がりが予想される司法へのＩＴの導入については，別の角度からの検討
も不可欠である。それは，「ＩＴ化」が，民事裁判手続において予定されている通
信技術の導入にとどまるのか，という点である。
1

裁判手続等のＩＴ化検討会「裁判手続等のＩＴ化に向けた取りまとめ―「３つのｅ」の実現に
向けて―」首相官邸日本経済再生本部 HP
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/pdf/report.pdf）6 頁。なお商事法
務研究会において家事事件手続及び民事保全，執行，倒産手続等ＩＴ化研究会も開催中。商事法
務研究会 HP（https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kajijikentetuduki）。
2
刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会・法務省 HP
（http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji07_00011.html）。
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インターネットの普及と「モノのインターネット（ＩｏＴ=Internet of
Things）」化により生じたビッグデータを前提として，２０００年代後半に登場し
た深層学習（ディープラーニング）技術により，ＡＩすなわち人工知能
（Artificial Intelligence）は飛躍的発展を遂げた 3。将棋ＡＩが，既に名人と互
角以上に渡り合えることは御存じのとおりである。
ＡＩの有効性は，民間事業，さらには医療分野でも認められつつあり，今後も導
入分野は広がっていく。司法においても，ＡＩ技術が事実認定や法解釈等重要な局
面に影響を与える日も来るかもしれない。
こうした最先端テクノロジーと司法との関係性を論じることなく司法の将来を見
据えることはもはや困難といってよい。

(4) 司法の急速なＩＴ化に備えて将来像を見据えるべき
本シンポジウムの第３章では，民事裁判手続のＩＴ化を契機として，現在の最先
端の情報テクノロジーの導入が司法の将来にどのように影響を与えるのか，その目
指すべき将来の姿と克服すべき課題を見極めるべく，検討素材として，裁判手続自
体への最先端テクノロジーの活用可能性を検討するとともに，現在活発に議論が行
われているオンライン紛争解決手続（ＯＤＲ）の在り方を分析する。

３ テクノロジーの導入は司法の将来をどう変えるのか
(1) 民事裁判手続のＩＴ化だけでは司法の将来を語り得ない
現在議論されている民事裁判手続のＩＴ化により，これまで紙媒体により行われ
てきた手続は一変する。しかしながら，先にも述べたとおり，さほど遠くない将来
司法への導入が予想されるテクノロジーは，ＩＴにとどまらない。
法学分野では以前から司法への情報通信技術の導入が議論されているが，実現に
至っていない。社会経済分野において実用化され始めているＡＩの導入に関する議
論も，司法においては手つかずのままである。
現在の法整備及びシステム制度設計が将来を見据えた司法のＩＴ化として十分
か，国民がテクノロジーの恩恵を十分に享受し得るかについては，法学分野や海外
の最新情報を踏まえ，改めて検討する必要がある。

(2) 司法関係者や国民がテクノロジーを学び続ける必要性
ＡＩをはじめとする最先端技術の導入は，基本的には恣意的判断の回避や裁判手
続の合理化を支援するものとして歓迎すべきであって，司法の将来を語るに当たっ
ては，デジタルディバイド問題 4の解消等，乗り越えるべき課題がクリアされるこ
とを条件としつつも，新たなテクノロジーを取り込む方向での議論が不可欠であ
る。
もっとも，最先端技術が導入されたとしても，過度にこれに依拠することによる
3

AI や IoT の定義や概念整理については別冊資料の松永和宏会員（沖縄弁護士会）「報告書―AI
を用いた弁護士活動や裁判手続等の可能性と課題―」（2021）に詳説されている。
4
デジタルディバイド問題とは，インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利
用できない者との間に生じる格差から生じる問題をいう。
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弊害が生じるのではないか。例えばデジタル処理された鮮明な映像や音声の再現
は，法廷における証人尋問や書証の原本取調手続を補完・強化する役割こそ果たす
が，実質的直接主義の下ではこれらの手続を凌駕するものと捉えるべきではない
し，逆にこうした鮮明な映像による裁判の公開がかえって当事者のプライバシーを
不当に害することがあるかもしれない。より将来を見据えるなら，ＡＩによる事実
認定支援は，ひょっとしたら，具体的事象に則した裁判官による柔軟な自由心証に
よる解決への支障となり得るかもしれない。
だからこそ，我々司法関係者，そして国民自身が最先端の情報通信技術から目を
背けることなく真摯に向き合い，利用すべき技術を取捨選択し，適切に運用し得る
だけの知識を身に着ける必要がある。

(3) テクノロジーが変える司法の将来（本章第２）の概説
このように，将来の司法の在り方を検討するには民事裁判で導入が予定されてい
るＩＴにとどまらず，より進んだ情報通信技術に関する知識が不可欠である。
そこで本章第２では，司法の将来を考える素材として，法学分野における司法と
テクノロジーに関する議論（第２の１）及び諸外国における先端テクノロジーの導
入状況（第２の２）をそれぞれ紹介した上，我が国において裁判外で活用されてい
るリーガルテックの状況（第２の３）を概説し，最先端テクノロジーを裁判手続に
導入した近未来を想定してそのメリットや課題を映像も交えて明らかにし（第２の
４），情報テクノロジーが我が国の司法の将来に与える影響を検討する。

４ ＯＤＲを通じて司法の将来を考える理由
(1) ドラスティックな変容が想定されるＯＤＲ
裁判手続のＩＴ化は国家主導のもと行われ，これに対して最大のユーザーである
弁護士が，法整備及びシステム構築の両面から適切性を検証していくことになる。
これに対し，裁判外紛争解決手段（ＡＤＲ）は，裁判手続の改革とは一線を画し
た形で，民間主導により「オンライン紛争解決手段（ＯＤＲ）」として，極めてド
ラスティックな変容を遂げることが見込まれる。
「ＯＤＲ活性化検討会」（内閣官房・日本経済再生本部）では，裁判手続のＩＴ
化に関する議論を踏まえ，紛争の多様化に対応するためのビジネス環境整備の一環
として，ＩＴやＡＩを活用した裁判外紛争解決手続の利用拡充・機能強化が議論さ
れた 5。同検討会による「ＯＤＲ活性化に向けた取りまとめ」では，裁判手続と同
様にＩＴの活用による紛争解決の迅速化・簡便化が提唱されているが，さらに，国
民によるアクセス利便性を向上するための民間主導型も含めた多様な紛争解決機関
の提供，ＡＩの活用による利便性やコストパフォーマンスの向上等も同時に提唱さ
れている。
こうした議論を踏まえると，今後のＯＤＲは，申立てのオンライン化を超え，そ

5

ODR 活性化検討会「ODR 活性化に向けた取りまとめ」内閣官房・日本経済再生本部 HP
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/odrkasseika/pdf/report.pdf）
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の是非を問わず，飛躍的発展を遂げる可能性を秘めている。例えばＡＩを用いて定
型約款の該当条項等を自動判別することや，過去の類似事例のデータベースから解
決策を紹介して協議の促進を図るなど，従前のあっせんや仲裁に見られるような判
定者を仲立ちとしたＡＤＲとは，本質的かつ抜本的に異なる制度設計が想定され得
るのである。
大きな変化を遂げる可能性を秘めたＯＤＲに対し，その是非や司法関係者による
関与の在り方を議論するためにも，ＯＤＲに関する最先端の議論を理解し，必要又
は有用な情報通信技術を把握する必要は高い。

(2) ＯＤＲは司法の将来を測る試金石
民間主導によるＯＤＲの多様化は，当然，司法手続にも大きな影響を与え得る。
簡便・迅速な手続を提供するプラットフォームは，民事・家事事件の調停手続にも
応用が可能だし，解決プロセスの合理化・省力化は，手続保障に資する限り司法手
続でも採用されてよい。
しかし他方，ＯＤＲの解決手法を司法手続に直接流用することはできない。民間
主導の問題解決手法である以上，適正手続の保障はもちろんのこと，弱者保護に対
する手当，判断や合意内容の公正性の確保等に関する限界も見極める必要がある。
さらにＯＤＲの解決結果がビッグデータとして集積した場合，その結果が逆に国
家作用である司法判断に及ぼす影響も無視できない。

(3) ＯＤＲに関する基調報告（本章第３）の概説
このようにＯＤＲは，ＩＴやＡＩの積極的活用による解決手続及び判断手法の変
容について，メリットとデメリットを見極め，司法手続及び司法判断への導入も含
めた我が国の司法の将来の在り方を検討するために極めて有益な素材である。
そこで本章第３においては，新しい用語である「ＯＤＲ」の定義を出発点として
（第３の２），同手続の国際的な潮流を概説し（第３の３），ひるがえって我が国
の現状（第３の４）と課題（第３の６）をそれぞれ分析した上，ＯＤＲによるＩＴ
化やＡＩの活用が裁判手続，ひいては司法全体に与える影響を考える素材を提供し
たい。
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第２ テクノロジーが変えるこれからの司法
１ 法廷ＩＴ化の将来～法廷や証拠調べへの映像技術の導入の可能性
(1) はじめに
今回法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下「法制審議会」という。）で議論
されている民事訴訟法の改正により，民事裁判手続のＩＴ化は現状に比べて大きく前進す
ることが期待されている。しかし，民事裁判手続のＩＴ化に関する改革は緒に就いたばか
りといわざるを得ず，更なる検討が不可欠である。
１９９６年のいわゆる新民訴法の制定は，様々な現場からの改善提案を取り入れた改革
であり，新たなテクノロジー導入も見据えたものであった。しかし，ファクシミリによる
書面のやり取りに代表される四半世紀前に導入された技術1に甘んじ，その後の社会の急激
な変化，例えば，Ｗｉｎｄｏｗｓ９５発売後のパソコンの普及，インターネットの普及と
常時接続の一般化，スマートフォンやタブレットの普及，ＥＣ（電子商取引）の爆発的拡
大等社会状況の大きな変化の下で，実務の改善はなされないまま今に至ってしまった。
２０００年代以降，我が国でもＩＴ化に関して学界で先進的な議論がなされていたこと
は，必ずしも弁護士全体に広く知られていない。これらの議論の一部は今回の改正で取り
入れられるが，まだ残されたものも少なくない。今回の改正を機に改めて従来の議論に着
目し，残された課題を検討することは，改正の後に残された民事裁判手続の課題の検討に
活かすこともできるであろう。
学会での議論として主要なものに，「司法制度改革と先端テクノロジィ」研究会による
研究活動と，その後の同研究会のメンバーであった民事訴訟法学者らを中心とした研究，
実証実験がある2。これらは，現在の民事訴訟の実態について，直接主義や口頭主義等が形
骸化していることを指摘し，ＩＴを利用してありのままに証拠調べの結果を記録すること
によってそれらの要請3を実質的にも実現すべきことを目指したものであった。そのため，

1

1996 年の新民訴法は，電話会議による弁論準備手続（法 170 条 3～5 項），テレビ会議システムによる尋問
（法 204 条），電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続（法 397 条 1 項）を規定した。また，規則で
は，ファクシミリの利用（規則 3 条）やフレキシブルディスクによる書面等の提出（規則 167 条）等も取り
入れている。また，2004 年改正法は一般的なオンライン申立てを認めた（法 132 条の 10）。これらは当時で
見れば，情報通信技術を大胆に導入したものであり，平成時代前半は，我が国は民事裁判手続の IT 化におい
て世界最先端に近い地位にあったといえる。しかし，その後オンライン申立てがその後死文化するなどして
停滞し，平成時代後半期には IT 後進国に転落してしまった（山本和彦「民事司法の IT 化の総論的研究」法
律時報 91 巻 6 号 5 頁（2019 年））。
2
横浜桐蔭大学法学部において，笠原毅彦教授を中心として，2002 年から 3 年間にわたって，同大学の模擬
法廷と陪審法廷とを IP ネットワークでつないだ「サイバーコートプロジェクト」と称した実証実験，2005
年に九州法学会研究大会において開催されたシンポジウム「民事手続法研究会『e－裁判所』の創造的構想―
民事訴訟を中心として」法制研究 72 巻 4 号 247 頁（九州大学法政学会）（2006）），2009 年度に川嶋四郎
教授らを中心として実施された総務省委託研究「法律サービスにおける ICT 利活用促進に向けた調査研究」
等がある。
3
ここでは，「IT 化をすることによって（中略）口頭弁論を中核とする民事訴訟審理がより充実化してい
く，活性化していくという点（中略）口頭弁論の要素となります，四つの原則，「双方審尋主義」，これは
対席弁論主義とも言うべきものかもわかりませんが，および，「公開原則」が拡大し，実質化していって，
「口頭主義」の形骸化が克服されると，その結果「直接主義」等も補完されていくということ（中略）例え
ば裁判官が替わった場合，あるいは上級審に事件が移っていく場合，その前の，例えば弁論準備手続から口
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例えば，尋問の映像記録化についての動画解析や目次付け（サムネイル）ソフト等の技術
的蓄積が重ねられた。また，見えやすく，分かりやすいことが司法に求められている4とし
て，手続を傍聴する一般国民にも分かりやすい環境を整備することで司法の信頼を実現す
るために，法廷でのハードウェアについて，そのやり取りが誰にとっても見やすく聞きや
すいものとすることの必要性を指摘していた。
この先行研究から見ると，今般の改正でも積み残しになる課題は少なくないが，特に映
像テクノロジーの活用については今後も議論の継続が必要である。２０２０年１１月２１
日に開催された「法とコンピュータ学会」における町村泰貴教授の報告「弁論，弁論準
備，証拠調べ（尋問を含む。）のリモート化」においても，現在なされている民事裁判手
続ＩＴ化の検討では人証調べの記録の高度化（証人尋問調書のサムネイル付きビデオ化）
等が検討の対象外とされていることを指摘し，「司法制度改革と先端テクノロジィ研究会
の研究成果は今なお近未来」とされているところである。
以下では，今般の改正では取り上げられない映像テクノロジーの活用についてどのよう
な可能性があるのかについて検討するが，まず，その映像テクノロジー活用により目指す
べき直接主義について，その意義を整理しておきたい。
また，映像テクノロジーの進化は，裁判の公開の在り方にも様々な可能性をもたらして
いる。映像テクノロジーの活用により，一般国民の傍聴体験の質向上がどのように可能
か，それに伴う課題は何かについて検討したい。

(2) 映像テクノロジーを利用した法廷と直接主義の関係
1) 直接主義の定義
直接主義の定義や整理の仕方は論者によって様々であるが5，形式的な意義については
大要として，事実認定のための弁論の聴取や証拠の取調べを受訴裁判所の裁判官自身が
行う原則として捉えられ，他の者が聴取した弁論や取り調べた証拠を基礎として裁判官
が事実認定を行う間接主義と対立する概念として整理される。この場合，直接主義は，
口頭主義と結合され，裁判官が自分自身の五感の作用にもとづいて事実認定を行うこと
ができる点で，間接主義に対する長所をもっているとされる6。
他方，実質的な直接主義の意義は，大要として，証拠方法は代用的な証拠によって代
替されてはならない原則とされている7。この場合の直接主義は，書証・人証・物証とい
頭弁論へ，弁論を上程する場合，そういう場合にも，また，弁論を更新する場合でも，弁論を更新しますか
という結果の陳述だけで，あたかもそのまま従来の事件手続をも新しい裁判官が担当していたようなフィク
ションを，現行の民事訴訟法は正面から認めています。しかし，そのような擬制を避けるために，事件記録
を丸ごと，つまり映像と音声と込みで丸ごとしかも内容を検索しやすいかたちで伝えていくということによ
って，直接主義および口頭主義というものがより補完されていく」（川嶋四郎ほか「『ｅ－裁判所』の創造
的構想：民事訴訟を中心として」法制研究 72 巻 4 号 1197 頁[川嶋四郎]（2006 年））という意味で用いられ
ている。
4
司法制度改革審議会意見書（2001 年 6 月 12 日）8 頁参照。
5
新藤幸司『新民事訴訟法』519 頁（弘文堂，第 6 版，2019 年），伊藤眞『民事訴訟法』276 頁（有斐閣，第
7 版，2020 年），松本博之＝上野康男『民事訴訟法』59 頁（弘文堂，第 7 版，2012 年），宇藤崇「直接主
義・口頭主義」法学教室 268 号 26 頁（2003 年），杉山悦子『民事訴訟法重要問題とその解法』（日本評論
社，2014 年）20 頁，川嶋四郎『民事訴訟法概説』208 頁（弘文堂，2013 年）。
6
伊藤・前掲注 5)276 頁。
7
松本＝上野・前掲注 5) 59 頁，宇藤・前掲注 5)26 頁，杉山・前掲注 5)20 頁。
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う証拠方法に着目して，証拠方法のオリジナリティを重視し，伝聞証言や他の事件での
証人尋問調書の利用を制限しようとするものである。
2) 直接主義の例外
直接主義にも，いくつかの例外があるとされているが，それら例外は形式的直接主義
の例外として整理できる。これら例外が認められているのは，審理の機動性を図り，効
率的な審理を実現するという，合目的的な要請から，直接主義には一定の限界があるか
らである8。
まず，裁判官の交替の場合や，続審制をとる上訴審における場合に，既に行われた弁
論や証拠調べを新しい裁判官の面前で繰り返すことを避けるために，弁論の更新手続が
設けられている（民事訴訟法（以下「法」という。）２４９条２項・３項，２９６条２
項）9。弁論の更新がされた場合には，尋問結果については，一定の場合について当事者
からの申出に基づく証人尋問のやり直しの規定が置かれているものの（法２４９条３
項），交替した裁判官は尋問後に作成された尋問調書を読んで判断することがほとんど
である。更新手続においては，従前の弁論の結果について「陳述します。」と簡潔に発
言されるにすぎないので，形式的には直接主義が維持されているものの，実質的には，
間接主義に近くなる。
二つ目として，弁論の併合（法１５２条１項）の場合が挙げられる。弁論の併合決定
がされた場合，併合前の証拠資料について，当事者による援用の要否について見解は分
かれるものの，併合前の別の裁判体による証拠調べの結果が併合後の事件において同一
の性質のまま証拠資料となる10とされていることから，直接主義の例外とされる。
さらに，受命裁判官又は受託裁判官の証拠調べ（法１８５条・１９５条，２６８条）
や受命裁判官による弁論準備手続（法１７１条）も直接主義の例外として挙げられる。
これらの例外11は，合目的的な要請から設けられたものであって，本来望ましいもの
ではない。テクノロジーの活用により直接主義の目的を実現できるのであればそれが望
ましいということになる。
3) テレビ会議システムの利用は直接主義に反するか
現行法上，証人尋問，当事者本人尋問及び鑑定人質問を行う場合，一定の要件のもと
でテレビ会議システムの利用が許されているが（法２０４条・２１０条・２１５条の
３），これについては，裁判官が自ら尋問し，証人がリアルタイムに答えた証言やその
態度を，裁判官がテレビを通じてであれ，耳で聞き，目で確かめているから，音声や映
像が電波で伝えられることだけで直接主義に反する，と解する必要はないという見解が

8

川嶋・前掲注 5)208 頁。
伊藤・前掲注 5)276 頁。
10
最判昭和 41 年 4 月 12 日民集 20 巻 4 号 560 頁。
11
直接主義の例外として整理されるものではないが，弁論の聴取及び証拠調べと裁判官の判断との間に時間
的間隔が生じると，直接主義の利点が失われ，事実上書面主義的・間接主義的なものとなってしまう旨の指
摘がある（近藤完爾『民事訴訟論考 第二巻訴訟の基本問題』44 頁以下（判例タイムズ社，1978 年）参
照）。現在の裁判官の手持ち事件の数を考えると，尋問や検証等の証拠調べから裁判官が判決を書くまでに
時間が開けば，尋問等で得られた新鮮な心証が残存しないことも十分にあり得る。そうなれば，結局は調書
に頼る判断になってしまう。
9
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大勢である12。
前記見解は，形式的直接主義の観点からの見方であるが，実質的直接主義の観点から
は，テレビ会議システムを利用した証拠調べについて，裁判官と証拠調べの対象（証拠
方法）との間にカメラ等の技術が介在することにより，直接取り調べる場合と比べて，
裁判官が得ることのできる心証に違いが生じるとの指摘もなされている13。この指摘に
ついては，技術の発達の程度と併せ，留意が必要であろう。

(3) 映像テクノロジーを利用した証拠調べの可能性
1) 証人尋問の映像化と直接主義
① 今般の法改正によるテレビ会議システムの導入と問題点
証人尋問については，現行法上，限定された場面においてのみ映像を用いた形での
み許容されている状況にある（法２０４条）。しかしながら，近年，映像技術や通信
技術が劇的に発達しており，司法の場においてもかかる最新技術を取り入れ，よりよ
い司法手続を実現することができないかは大いに検討に値する事項である。現在，法
制審議会においても，ウェブ上で証人尋問をすることを可能とする等，映像を用いた
証人尋問を行うことのできる範囲を広げる法改正の是非が検討されているところであ
る。
ここで，実質的直接主義の観点から，テレビ会議システムを利用した証拠調べにつ
いて，直接取り調べる場合と比べて，裁判官が得ることのできる心証に違いが生じる
ことについて懸念が示されていることは，第２の１(2)3)においても記載したとおり
であり，現在のテレビ会議システムで用いられている機材等の性能を踏まえるとかか
る懸念も首肯できるところである。
② 映像テクノロジーの進化による実質的直接主義の実現（その１：カメラの介在によ
る問題の克服）
しかし，前記懸念も今後の映像テクノロジーの進化により克服される可能性があ
る。
現在では高精細な動画を撮影するカメラやこれを映し出すことができる高精細かつ
大型のパネルが比較的安価に入手できるようになっている。例えば，複数のカメラを
設置し，高精細の大型モニターを通して，カメラの画像を切り替えたり，ズームをし
たりするなどして，証人尋問を行うといったことも現実的に行い得る。また，多数の
カメラを設置すれば三次元的でリアルな映像を作り出すこともでき，スポーツやエン
ターテインメントの分野ではこのような映像を利用した新たな映像体験を提供する取
組が進んでおり，このような最先端の映像を参考に司法の場でどのような映像を提供
することができるかを検討することも一考に値する。
12

福田剛久『民事訴訟の IT 化』107 頁以下（法曹会，2019 年）[青山善充,竹下守夫，伊藤真各発言]。
杉山悦子「民事訴訟法の視点―『裁判の IT 化』を考える」法学教室 2020 年 4 月号 36 頁。なお，この
点，当事者の反対尋問権保障の見地から問題点を指摘するものもある。すなわち，反対尋問の場面では，証
人の勘違いや偽証を暴くため，矢継ぎ早の質問や目を見据えての質問等迫力や緊張感を伴う尋問を行う必要
な場合がある。テレビ会議システムを利用した証拠調べでは，これが難しい可能性があり，実質的な反対尋
問が困難になる可能性があると指摘されている（菅原郁夫「証人尋問（その二）」早法 74 巻 2 号 500 頁
（1999 年）。

13
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また，今後技術が更に発展し，ハード面が適切に整えられるのであれば，映像を用
いた証人尋問は，法廷での直接の取調べと同等の臨場感の下で心証をとることが可能
となり，法廷で遠目に証人を見るより，むしろ証言から得られる情報が多くなるとい
うこともあり得る。したがって，ハード面を適切に整えることが可能であるならば，
テレビ会議やウェブ等を介して証人尋問を行うことによる弊害が軽減され，実質的直
接主義との抵触に関する懸念も相当程度払拭できると思われる。
③ 映像テクノロジーの進化による実質的直接主義の実現（その２：直接主義の例外の
場面における問題の克服）
尋問を映像化することにはこれを記録として残しやすいというメリットも存在す
る。従来の証人尋問では，証言した事項について尋問調書が作成されるものの，文字
に残された情報のみでは，証人の証言態度といった直接尋問に触れた者であれば得ら
れる情報が失われるという問題がある。尋問の映像化に伴い，映像化した情報を保存
し訴訟記録に編綴することとすれば，異動によって裁判官の交代があった場合や上訴
がなされた場合であっても，証人尋問を体験していない裁判官が証人尋問で得られた
情報を欠落することなく得ることができ，的確な判断に資するものと考えられる。
更にいえば，裁判官の異動がない場合であっても，証人尋問の結果の記憶は時間と
ともに薄れていくため，映像化した記録の保存は証人尋問を体験した裁判官の記憶を
喚起するという意味でも有用である14。また，手元の記録を見ていたことや不注意等
で見落とした証人の表情等を確認することも可能である15。このように，映像による
証人尋問は直接主義をより深めることにもつながるものである16。
以上を踏まえると，適切なハード面を整えた上で，証人尋問を映像化し記録するこ
とは，実質的直接主義を担保しつつ，他方で，裁判官の交代，時間的隔離の問題を解
消することができるという直接主義をより強化するという効果も期待できるものであ
る。
なお，文字のみによる記録化の問題点を指摘するものであって，尋問の文字化の意
義を否定しているものではない。文字による記録の有効利用と作成の省力化や，聴覚
障がい者の裁判手続へのアクセシビリティの向上のためには，発せられた言葉を即時
にテキスト化して文字で表示する音声認識技術の導入が検討されるべきである17。現
行において尋問結果が「リアルタイム」でこれがテキスト化される運用はいずれの裁
判所においてもなされていないが，尋問で各発言者の発言をリアルタイムにテキスト
化することについて，２０２０年１０月１２日に行った（株）アドバンスト・メディ
アへの聞き取りによれば，現状においても可能であり，海外（タイ・中国・韓国等）
では採用の実績があるとのことであった。将来の展望としては，さらに，裁判例を読
14

近藤・前掲注 10)44 頁参照。
このような観点でいえば，尋問を担当する当事者，弁護士にとっても意義がある。
16
今から 90 年以上前のジェローム・フランク『法と現代精神』182 頁（弘文堂，1974 年，原著 1930 年）
は，「いつの日か裁判官が，最近の機械的革新を採用して，審理の『有声映画』をもつようになる」とし
て，そうなれば，本文で挙げるような問題点が解決されることを指摘している。
17 現在，聴覚障害のある当事者や弁護士が訴訟に臨む際，期日において音声認識アプリ（音声を文字化する
ことで聴覚障害当事者が会話内容を認識するアプリ）を用いることが運用上認められている。
15
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み込ませることで精度が上がると見込まれるものであり，さらに，テキスト化という
文字媒体だけでなく，空間的な捉え方，色彩的な把握，表現ができるなど，技術の進
歩によって更に尋問結果が把握しやすくなるのではないか，はたまた，感情解析につ
いても可能となるのかについては関心が大きいところである。
④ 映像テクノロジーの進化による直接主義を超えた効果の検討
尋問が映像化されれば，技術の進展により，証人の表情や音声を証言中若しくは事
後的に，客観的・科学的に分析を行うといったことも実現の余地がある。
かかる方法の是非や利用の程度については十分な議論が必要であるのは当然であ
る。しかし，ディスカバリ等の制度もなく，証拠収集手段が限られている我が国の民
事訴訟においては，尋問に頼らざるを得ない事件も少なくない。そのような場面にお
ける尋問の意義・効果を高めるために，進化するテクノロジーの活用により補えるこ
とがないかについても，継続して検討し，議論される意義があるものと考える。
⑤ 小括
このように，証人尋問の映像化は，直接主義を進化させて，真相の把握をしやすく
する可能性を秘めており，より良い司法を目指すために導入の是非やその具体的な運
用について活発に議論をすることが望ましい。
2) 書証・検証における映像の活用の可能性
① 現行法上の書証の原本確認の課題18
現在，書証取調べの手続は，多くの場合，証拠提出した当事者が弁論準備手続等の
期日に書証原本を持参し，これを閲読して行われ，その後裁判官は記録に綴られた当
該書証の白黒コピーを見ながら手続を進めることになる。
しかし，当事者，裁判所による原本閲読は短時間に行われ，その場での十分な吟味
が難しいことが多いほか，後日，別の観点から精査したくなった場合に再度閲読する
のも困難である。この場合，手元にある白黒コピーによるしかないが，それでは書証
原本の印影や手書き文字の色合い，様子，紙質，消跡等多くの情報が欠落してしまっ
ている。控訴審で再度原本を閲読することも稀であり，同様の問題がある。
② 書証への最新技術の活用
裁判のＩＴ化により，書証についてもスキャンしたデータが提出されることにな
り，この場合，少なくともカラーによることになるであろうから，その点では前進で
ある。とはいえ，現在の一般的なスキャンの方法では前記の紙質等についてまでは判
別することが困難である。
しかし，今後映像化の技術が発展すれば，裁判官が原本確認の期日の後にも原本閲
読に近い検討が可能になることが期待できる。東京国立博物館の国宝を紹介する「ｅ
国宝」というホームページ19で用いられている画像は，画素数が２１００万画素を超
えるカメラで撮影されている。同サイトの画像も高精細であり，紙質等をある程度確

18

なお，書証・検証において映像を活用する場合に，視覚障がいのある当事者・代理人に対して手続上の配
慮が必要となることには留意するべきである。
19
国立文化財機構 HP（https://emuseum.nich.go.jp/）
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認できる。２０２０年現在でも約２．５億画素の高解像度の画像センサーが実用化さ
れている20。このような技術発展が続き，関連するコストも下がってくれば，書証の
原本確認の際に何らかの形で画像を保存して，別の機会にも原本の閲読に近い検討が
可能となる日が来る可能性もある21。
③ 検証への最新技術の活用
以上の状況は証拠物等の検証においても同様である。
精細なカメラを用いて６方向から証拠物の写真を撮れば，現在の検証調書よりもは
るかに詳細な検討が可能になる。また，ソフトウェアを用いれば，これらの写真を合
成することで３Ｄ状に検討することも可能になる22。合成画像により心証を得ること
の問題点は検討の必要はあるものの，裁判所（控訴審裁判所も含む。）が，実際の証
拠物を手元に置いて見るかのようにして検討することができるようになれば，大きな
メリットがあると考えられる23。

(4) 裁判の公開との関係
1) 裁判の公開の意義
裁判手続については，国民が裁判所を監視することにより，裁判が公正に行われるこ
とを制度として保証し，ひいては裁判に対する国民の信頼を確保するために，裁判手続
における重要部分である弁論，尋問を含む証拠調べ及び裁判の言渡し等を，広く一般公
衆が傍聴し得る状態で行うという裁判の公開が定められている（憲法８２条１項）。
法廷傍聴をすることは，これを権利として要求できるものではないとされるものの，
裁判の公開の趣旨から原則として誰でも傍聴が可能となっている（傍聴の自由）。そし
て，この傍聴体験は，国民の側から見れば憲法２１条により保障される知る権利にも対
応するものであり，尊重されるべきである。
2) 法廷傍聴の現状の課題
裁判の公正担保と裁判に対する国民の信頼確保，また知る権利の一環としての性質に
鑑みれば，法廷傍聴については公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとならない限り充実し
たものにすべきである。
現在，著名な事件では，傍聴席の数が限られているという物理的な制約から，希望者
全員が傍聴できる状況にはなっていない。また，当事者が多数となる集団訴訟等におい
ては，当事者ですら，裁判に出席できないといった状況も起こっている。新型コロナウ
イルスの感染拡大により，傍聴席の制限も強くなっており，このような状況は，更に起
こりやすくなっている。

20

キャノン HP（https://canon.jp/ja-JP/corporate/newsrelease/2020/2020-10/pr-li8020sacli8020sam）。画質を左右するのは画素数だけではなく，また，これを活用するソフトウェアや記憶媒体等の
問題もある。しかし，これらも同様に進化することが期待される。
21
キャノン綴りプロジェクトの紹介映像（https://global.canon/ja/tsuzuri/movie.html）
22
Breuckmann 社の紹介映像（https://www.youtube.com/watch?v=GDS-K28F4NU）
東京国立博物館の紹介映像（https://youtu.be/RenDAEYITC0）
23
これらは，直接主義の実質化の一場面である時間的離隔（近藤・前掲注 10）45 頁参照）の解消につなが
るほか，実際に見るよりも見えやすくする面もあり，直接主義を実質化し強化する面もある（佐々木隆仁
『リーガルテック』75 頁以下（アスコム，2017 年）参照）。
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また，現在，傍聴人が置かれる状況にも不十分な点がある。
公開される口頭弁論においては主張と立証がなされるが，主張についてはほとんどの
場合，準備書面を「陳述します。」と一言述べるだけで終わる。準備書面の内容はその
場で閲覧することはできないから，どのような主張がなされているか傍聴人からはほと
んど分からない。また，書証等の内容も傍聴人からは全く見えないのが現状であり，尋
問についても，傍聴人は，証人の後ろ姿しか見ることができず，その表情や提示されて
いる証拠の内容についても確認することができない。
以上のような現状は，物理的・技術的状況から見ればやむを得ないものの，裁判の公
開の趣旨に鑑みれば望ましい状況とはいえまい。
3) テクノロジーの活用による解決の可能性
前記2)で挙げた課題は，テクノロジーを活用して尋問の様子を映像化すれば，一気に
解決する可能性がある。
まず，口頭弁論の様子を映像化すれば，これをネットワークで別室のモニター等に送
信することにより，法廷内の傍聴席に座れなかった希望者にもその裁判の傍聴をさせる
ことができる。
また，現在は傍聴席からは閲覧することができない書面や証拠等についても技術的に
は同時に閲覧することができるように設計することができる。例えば法廷にタブレット
等を備え付け，これを利用することが可能になれば，訴訟記録を閲覧しながら傍聴する
ことも可能になる24。さらに，尋問についても，裁判官の目線から証人の表情等を確認
することも可能となる。前述した音声認識技術の導入による聴覚障がい者のアクセシビ
リティの向上は，聴覚障がい者に傍聴体験の機会を付与するという点でも意味がある。
このように法廷におけるテクノロジーの活用は，裁判の公開を実質化させる可能性が
あると考えられる。
4) テクノロジーの活用による問題点の検討
① 裁判所内における公開
尋問が映像化されたとしても，傍聴人に公開されるのは原則として裁判期日におい
てのみである。とはいえ，証言者にとっては，自ら与り知らないところで，多数の者
が視聴し得る形になることは，従来の裁判の公開と比べ，異なる角度からの心理的圧
迫を受ける可能性があり，またプライバシー侵害の程度にもおのずと差が生じるもの
と考えられる。このような理由から，尋問の映像化による傍聴機会の拡張には，適正
かつ迅速な裁判の観点から，裁判手続に支障が生じない方法を検討する必要があると
思われる。
② テレビ・インターネットによる公開
テレビ・インターネットを通じて実際の裁判手続を公開する方法は，諸外国でも一

24

現在でも，記録係で一定の手続をとれば，原則として訴訟記録の閲覧は可能である（法 91 条）。また，
現在中間試案でも，裁判所に設置された端末による訴訟記録の閲覧を認める提案がなされている（第 12，
1）。
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定の要件の下認めている国もあり25，検討の余地はあると思われる。
しかし，裁判の公開やそれによるプライバシー侵害や裁判手続への抵抗等について
は，国ごとにも考え方が異なることが予想でき，諸外国の例を直ちに参考にすること
はできない。
日本においては，民事訴訟規則（以下「規則」という。）７７条が「法廷における
写真の撮影，速記，録音，録画又は放送は，裁判長の許可を得なければすることがで
きない。」と定めており，訴訟に係る情報を，インターネット等を通じて不特定多数
の者に公開することが違法となり得るとの裁判例もあるところである26。
このような中で，不特定多数人が視聴し，また事実上録音，録画が可能となるテレ
ビやインターネットを通じて一般的に公開することには，特に訴訟当事者や証人にお
いて大きな抵抗があるであろう。ただし，例えば，最高裁判所の弁論等は，最高裁判
所の判例の重要性や国民審査制の充実化のため公開する価値は高い。また，例えば，
議員定数不均衡訴訟や原発訴訟等のいわゆる「政策形成訴訟」や住民訴訟その他の社
会的関心が高く傍聴券の発行がされる訴訟等，事案の性質や当事者の属性によって，
訴訟関係者等の名誉やプライバシーを勘案しても公開する意義があるような場面で
は，インターネット等を利用して口頭弁論や判決言渡しの場面を公開することについ
て具体的に考えることは可能であろう27。

２ 電子書面提出の将来～書面の電子化がもたらす争点整理の効率化
(1) 当事者・代理人の主張ファイル作成補助
1) 主張書面の機能
訴状，答弁書，準備書面（以下まとめて「主張書面」という。）は，当事者の主張を
書面に記載したものであり（法１３３条，１６１条），争点整理の場面で重要な意義を
有する。当事者は主張書面を交換する中で，互いに争いのある事実を確認し，否認され
争われた事実について立証を検討する。また，挙げられた間接事実から主要事実が推認
可能か，証拠と事実の結び付きが十分かといった点等も議論しながら，争点を絞り込ん
でいく。このような作業を口頭で行うのは困難であり，迅速かつ充実した審理には主張
書面が不可欠である。
2) 主張書面が「書面」であることによる限界
① 現在の主張「書面」の問題点
現在，主張書面は，当事者の主張内容という「情報」を物理的な媒体である「紙」
に記載して作成している。「紙」には様々な利便性がある一方で，「情報」が物理的
に固定化されることによる限界も内在している。
まず，事実の認否は本来機械的な作業であるが，現状では書面で相手方の主張を特
25

アメリカ，イギリス，また中国等，訴訟手続がテレビやインターネット等で公開されている国もある。韓
国では最高裁の判決言渡しの様子がインターネットで視聴可能になっている。
26
京都地判平成 29 年 4 月 25 日平成 27 年（ワ）2640 号，東京地判平成 27 年 9 月 28 日平成 26 年（ワ）第
30491 号，東京地判平成 27 年 1 月 15 日平成 26 年（ワ）第 10844 号等。
27
日弁連意見書 43 頁参照。
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定してその認否を記載することにもかなりの労力を要している。この認否の書面を受
け取った側も，別途，認否の対象となった自らの書面を取り出して○×を記入するこ
とや，手元メモを作成するなどの作業を要する。
また，主張書面が多数交換されてくると，おおむね１か月ごとに開かれる期日の度
に読み返して主張の記憶喚起をするのも容易ではない。その結果，無用な主張の繰返
しや前後の主張の論理関係が不明確になる等で審理が混乱することもある。このよう
な弊害を避けるために，要約書面（法１６５条２項，１７０条５項）等の制度が設け
られているが，当事者としては二度手間となるため，実務上あまり活用されていると
はいえない。
証拠については主張書面とは別に証拠説明書の提出が求められるが，立証趣旨の記
載が主張書面と重複し，二度手間になることもある。
② 現行法下でなされてきた改善提案
このような問題を解決するため，弁護士の側からも準備書面のレジュメ化28や，争
点整理表29の交換による効率的な争点整理が提言されてきた。
しかし，このような主張書面に関する実務改善の動きはごく一部にとどまり，ほと
んどの場合は従前どおりの主張書面の交換がなされている。
3) 今回の「裁判のＩＴ化」後に残される課題
現在，法制審議会で裁判のＩＴ化の議論が進行している。その中で主張書面は，現在
紙媒体で交換されているところを，ＰＤＦやワープロ形式のファイル等の電子書類を裁
判所の電子情報処理組織に登録する形で交換するものに変更されるものと見込まれる。
これは，現在も一部の裁判体で行われている主張書面データの電子ファイルによる提出
（規則３条の２）と連続性を持つ。
確かに，電子ファイルが提出されテキストデータが引き継がれればこれをコピーする
ことで争点整理案の作成も容易になるから，その範囲で争点整理の効率化に資する。し
かし，省力化されるのはテキスト入力の部分にとどまるから，依然として認否の確認や
争点整理案の作成に手作業を要する。争点整理にはブロックダイアグラムの作成や時系
列の作成が有効であると指摘されているが，これらの作成も結局手作業の部分が多く残
ってしまう。
4) 将来の展望と新たに生じ得る問題点
① 争点整理ソフトウェアの開発3031

28

高橋宏志ほか「＜座談会＞21 世紀の民事訴訟の構想」判タ 1063 号 11 頁（2001 年）〔塩谷國昭発言〕。
山浦善樹「弁護士による実務慣行改善運動の重要性」東弁民訴委員会編『民事訴訟代理人の実務Ⅱ争点整
理』9 頁（青林書院，2011 年）。
30
ここでは事実の存否を中心とした事案を想定している。知的財産訴訟等，評価的（規範的）要件が主たる
争点となり，論証が中心となる事案については更に検討が必要である。
31
ドイツ上級地方裁判所等長官会議が設置した民事訴訟法の現代化に関するワーキンググループによる
「MODERNISIERUNG des Zivilprozesses Diskussionspapier（民事訴訟法の近代化に関するディスカッショ
ン・ペーパー）」33，83 頁でも同様の議論が行われている。
https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-undgerichte/oberlandesgerichte/nuernberg/diskussionspapier_ag_modernisierung.pdf
29
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主張書面を電子化することの最大のメリットは，情報の再利用・相互利用が可能に
なることにある。この点を十分に意識したシステムを構築することができれば，争点
整理を劇的に効率化できる可能性がある32。
現在の主張書面では，主張事実，証拠，推認過程に関する論証が混然一体となった
テキストデータとして記載される。これを意味のまとまりごとに分けたブロックとし
て構成することができれば33，主張書面，ブロックダイアグラム，時系列表，証拠説
明書等，用途によって自由に表示形式を変えて見ることも可能になると考えられる。
認否も主張事実のブロックにチェックをすれば足りることになり，効率的になる。
② 要件事実や間接事実のライブラリ化
要件事実についてみると，国立情報学研究所の佐藤健教授の下で要件事実をデータ
ベース化し，ブロックダイアグラムの作成等を補助する法的推論提示システム（ＰＲ
ＯＬＥＧ）の研究が進められており，その活用が期待される。
他方，主要事実の存在を推認させる間接事実の整理に関する研究は報告されていな
い。しかし，間接事実に経験則を適用して主要事実を推認させる過程は，弁護士の説
得活動で最も重要な場面の一つであり，この過程を充実させることができれば有益で
ある。
このうちまず経験則については，体系化の必要性が指摘される一方で34，その内容
の幅広さや多様性から体系化にはなじみにくいとの指摘もされてきた35。
では，間接事実についてはどうか。
現在，公益財団法人日弁連法務研究財団で民事判決のオープンデータ化が検討され
ている36。これが進めば，類似事案の判決を多数分析し，同様の争点の事実認定の理
由付けに用いられている間接事実をＡＩにより集積し，利用された頻度順に例示する
こと等が可能になろう。また，理由付けに明示されていない事実関係が結論に影響を
与えていることが発見される可能性もある。経験則の体系化は困難であるとしても，
結論に影響を与える可能性のある間接事実を集積し，そのリストを提示できれば，弁
護士が事実を聴取する際のポイントを考える参考になり，また主張書面作成の際にも
テンプレート（ひな型）として用いることが可能となるであろう37。
32

主張書面における説得の機能については，提出される間接事実及びこれと主要事実をつなげる経験則によ
る論証の部分で実現される。また，主張整理が効率化されれば，それを前提にして期日における口頭での説
得が重要となり，口頭主義が復権することも考えられる。
33
当面は入力フォーム等による必要がある。将来的には AI による自動分類も可能であろう。
34
伊藤滋夫『事実認定の基礎』85 頁（有斐閣，改訂版，2020 年）。これをまとめた労作として，後藤勇
『民事裁判における経験則－その実証的研究－』（判例タイムズ社，1990 年），同『続・民事裁判における
経験則－その実証的研究－』（判例タイムズ社，2003 年）がある。
35
経験則体系化の困難さにつき吉川慎一「事実認定の構造と訴訟運営」自由と正義 50 巻 9 号 67 頁（1999
年）。
36
日弁連法務研究財団 HP（https://www.jlf.or.jp/2020/05/28/hanketsuopendata-pt/）。令和 3 年 3 月 25
日には「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」が公表され（https://www.jlf.or.jp/wpcontent/uploads/2021/04/pt-houkoku20210325.pdf），民事判決情報のデータベース化の実現に向けて力強
く前進させていく所存であると述べられている（15 頁）。
37
河村浩・中島克巳編『要件事実・事実認定ハンドブック－ダイアグラムで紐解く法的思考のヒント』555
頁以下（日本評論社，第 2 版，2017 年）は間接事実の項目としても参考になる。
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③ ライブラリ構築における課題
前記のような要件事実や間接事実のライブラリ38が構築されることは，裁判を大き
く効率化する可能性があるが，その反面，裁判所の判断において要件事実（法解釈）
の固定化，事実認定の定型化につながるおそれもある39。
今後，そのようなシステムが構築されるような場合，弁護士の側では，新たな法解
釈や経験則の主張等，弁護士の創造的な訴訟活動が阻害されることがないように，絶
えず注意していく必要がある。

(2) 事件管理システムとの連携
前記(1)で述べたソフトウェアは，当事者・代理人側の利用を前提とするものである。し
かし，情報の再利用・相互利用を考えれば，当然作成されるデータは裁判所とも共有しな
ければ意味がない。
したがって，ここで開発されるソフトウェアは，裁判所の事件管理システムとの間で，
ＡＰＩ「Application programming Interface」により，弁護士等訴訟利用者側のソフト
ウェアと連携できるものであることを前提にしている40。

３ 弁護士業務の将来～テクノロジーが変えるこれからの弁護士活動
(1) リーガルテックの最前線41
1) 証拠や情報の抽出等についてのＡＩの活用
訴状や準備書面又は何らかの書面において，弁護士がいかなる法律構成に基づいて主
張を組み立てるかの検討が重要であることはもちろんであるが，その主張を裏付ける的
確な証拠を収集し，整理することもまた重要な作業である。膨大な証拠のなかから，関
38

プログラミング用語。汎用性の高いプログラムを再利用可能な形で一まとまりにしたもの。
加藤新太郎『民事事実認定論』212 頁（弘文堂，2014 年）は経験則が体系化された場合について，マニュ
アル的に使われることの懸念を指摘している。小塚荘一郎教授は，民事判決のオープンデータ化検討 PT 第 4
回会合での発表で，「タグ付けを行う主体――歴史の教訓」とするスライドで，大正 10 年に大審院長になっ
た平沼騏一郎が判例審査会を設け，従前の大審院「判決録」を大審院「判例集」に衣替えしたときのことを
紹介する。このとき「判決録」がいわば素材そのままに提供していたものを，「判例集」では判例審査会が
選択し，事実についても要約する形で提供されることになった。この変更に対しては，翌大正 11 年の民事法
判例研究会編『判例民事法大正十一年度』（有斐閣，1922 年）の序文が問題点を指摘している。
40
更に進んで，裁判所のシステム上で，直接，簡単な操作で訴状を作成してそのまま訴訟提起できるように
なれば，訴訟へのアクセシビリティが飛躍的に向上するとも考えられる。韓国では，電子訴訟が開始される
前である 2010 年 4 月に，本人訴訟を支援するため，裁判所は，書類作成支援サイトを開設していた。電子訴
訟が開始された当初は，書類作成支援サイトと電子訴訟のサイトは連動していなかったため，書類作成支援
サイトで書類を作成しても，それを紙に出力し，裁判所に書面として提出しなければならなかったが，2016
年に，書類作成支援サイトと電子訴訟サイトの連動がなされ，書類作成支援サイトで訴状を作成して紙に出
力することなくそのまま電子訴訟を提起することも可能となっている。このように韓国では，裁判手続の IT
化が進んだ結果，本人訴訟の比率は高まっており ，IT 化と訴訟へのアクセシビリティや IT 化された民事裁
判への対応についての弁護士のニーズについて考えるうえで興味深い。なお，そのようなシステムが整備さ
れたときに，その利用が任意ではなく，強制されるならば，要件事実についての特定の解釈が事実上強制さ
れることになり，また，文書作成上の自由は失われることになり，合理化・利便性と自由との相克という問
題も生じることになろう。
41
リーガルテック（Legal Tech）とは，法律（Legal）と技術（Technology）を組み合わせた造語であり，
AI をはじめとした技術の力で，法律実務（裁判や契約等）に関する作業の効率化を図ることをいうものであ
る。
39
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連性があって有利に使える証拠を選ぶ一方で，依頼者に不利に働く証拠が見つかった場
合には対策を練らなければならない。古典的には，証拠の大部分は書証であり，全て紙
ベースで弁護士が目を通して選別していた。パソコンの利用が当たり前となった現在，
パソコン内に検索可能な形でデータ化されている証拠であればキーワード検索をするこ
とは可能であるが，機械的に単語を拾ってくるだけであり，情報の重要度の優劣までは
検索できない。このような証拠の整理の局面で，ＡＩ等のテクノロジーが活用できる余
地は大きいといえる42。パソコン等の普及による社会のデジタル化に伴う対象資料のデ
ジタル化とＡＩの進歩により，不正調査や企業買収等における関連資料収集と必要情報
の抽出について，ＡＩが，文章内容を理解し内容を解釈した形での電子データを抽出す
ることも可能となっている43。ＡＩによる関連性のある情報抽出の技術は44，現在は，主
に大企業や大規模法律事務所を中心に使われている状況であるが，ＡＩが発展し，より
身近なものになれば，将来においては，多くの法律事務所において利用することも可能
になるものと考えられる。
また，今日，書証をＰＤＦ化した上，データで管理している弁護士も増えてきている
と思われるが，書類のＰＤＦ化及びその整理は意外と煩雑で時間がかかる作業である
が，ＡＩの活用によって，かかる煩雑な作業の軽減が期待される。例えば，弁護士用に
特化したサービスで，テキスト認識されていないＰＤＦデータであっても，ＡＩの活用
により全文をテキスト認識するとともに，画像解析も行ってタイトルや日付，証拠番号
等を自動認識する機能を有した文書内容からファイルのタイトル付けを行うことも可能
なＡＩによるサービスも実際に提供されている45。
さらに，このようにして整理された証拠について，証拠の標目，作成年月日，作成者
42

AI の活用によって，膨大な量のデータの中から関連性のあるデータを厳選する技術の開発が進みつつあ
る。この分野はアメリカ等ディスカバリ制度が存在する国々が先行しているが，我が国においても不正行為
の調査やデューディリジェンス等のケースで利用され始めている。
43
この技術は，主に米国の e ディスカバリへの対応のなかで発展してきたものである。アメリカにおける民
事訴訟手続の中に，ディスカバリ（証拠開示）という制度があるが，これは，トライアル（裁判）の前段階
で，訴訟当事者が関連証拠を全て提出しなければならないという制度である。現在においては，多くの証拠
は，紙媒体としてではなく，電子データの形で作成され利用されているが，電子データの証拠開示を e ディ
スカバリという。従来は，証拠を所持している人，キーワード，更新日時等で検索し，抽出したものについ
て，専門的知識を有するパラリーガルが目検していたが，近年では，AI に多くの業務を代替させることによ
って，e ディスカバリに要する費用を大幅に低減させることが可能となっている。
もっとも，少なくとも現在の技術では，人が行っていた作業の 100％を AI に代替させることは不可能であ
り（少なくとも現時点では万能な AI は存在していない。），一部については人の判断に依らざるを得ない。
特に，どのように判断するのか，すべきなのか，といった AI に判断させるための前提情報は，人が与えなけ
ればならないし，AI によって選別された情報のうち，どの部分を関連証拠として提出するのか，すべきでな
いのかについての最終判断は，訴訟戦略も踏まえて，人（弁護士）が判断しなければならないものと考えら
れる。
44
e ディスカバリにより培われた技術は，一つのキーワードと他のキーワードとの関連性，方向性，距離感
といった様々な情報を AI に学習させ，情報の分類を行うものである。用いられている語尾等の表現から人間
関係やどのような場面での会話であるのかを推定したり，用語の出現頻度から会話の内容等を推定したりす
ることができ，例えば，「雨」「傘」「天気」「晴れ」といった用語や地名の出現頻度が高く，語尾に「で
す。」「ます。」が用いられていない場合には親しい間柄における天気に関する日常会話がなされている文
章として判断される。
45
株式会社 Rsystem「弁護革命」。
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について，ＡＩによる解析によって自動的に内容を認識して，これらの項目を一覧化で
きることになれば，日常業務の負担軽減に非常に役立つであろうと考えられるものであ
り，書証整理に役立つ技術も今後更に発展し，弁護士業務に身近なものとなっていくこ
とが期待される。
2) 契約書に関するＡＩの活用
① 近年のＡＩの驚異的な進歩は，労働集約型の作業にとどまらず，これまで法律家や
経験豊富な法務部員等の一部の人にしかなしえないと目されてきた作業をＡＩに行わ
せることをも可能としてきており，その代表的な分野が契約書のドラフティングやレ
ビューである46。
② ２０２１年２月現在，様々なリーガルテック企業が契約書チェックサービスを提供
している47。
そのサービス内容を見ると，「一般的な基準に加えて『自社基準』，すなわちクラ
イアント企業の基準でアラートを鳴らすシステム」を持っているサービスや48，相手
方の契約書ひな型を審査する場合に，自社契約書ひな型と比較し不足している条文
や，自社のリスクになる記載，必須内容の欠落を瞬時に把握できるサービスがある。
これらは，人間の認知特性上どうしても生じやすい「抜け漏れ」を防ぐことを可能に
する。また，ＡＩが瞬時に契約書に潜む不利な条文や欠落条項，抜け漏れを指摘し，
見落としを防ぐ自動レビュー機能，キーワードを入力するだけで，自社のひな形やレ
ビュー済みの過去の契約書からほしい条文を瞬時に検索できる条文検索機能等を提供
するものもある。さらに，文書を条項という部品の集合体として取り扱い，契約書類
型を問わない条項単位の欠落条項のサジェスト機能を提供するほか，インデントの乱
れや表記揺れ，条番号や参照番号のずれ等を，独自技術により，リアルタイムに自動
検出・自動補正するオンラインエディタ機能等を提供するものもある。
契約書のドラフトをサポートするという面で見れば，「担当者が個人で把握してい
る過去の類似案件ファイルを検索して得られる既存の契約書，市販の法律実務書に収
録された契約書ひな型の検索，類似度の検証作業の大部分が自動化され，編集や文書
タイピングの手間が削減される」というメリットがある。契約書のレビューをサポー
トするという面であれば，「リスク度の比較や交渉時における相手方作成の条項案検
討，それに対する応諾の意思決定スピードが向上する」というメリットがある。ま
た，「チェックリストによるセルフチェック・部署内の他の担当者・マネージャーの
ダブルチェックにより発見していたようなドラフティング作業における見落としや検
討漏れ」も回避しやすくなるというメリットもある。いずれの面においても，「過去
46

リーガルテックについては，弁護士法 72 条との関係が問題になるが（松尾剛行「リーガルテックと弁護
士法に関する考察」情報ネットワーク・ローレビュー18 巻 1 頁（2019）等），本項は近未来における技術的
な可能性を検討するものであり，この問題は取り上げない。
47
GVATECH 株式会社が提供する AI-CONPro（https://ＡＩ-con-pro.com/）株式会社 LegalForce が提
供する LegalForce（https://www.legalforce.co.jp/）株式会社日本法務システム研究所が提供する
LAWGUE（https://lawgue.com/），株式会社リセが提供する LeCHECK（リチェック）（https://lisselaw.com/）や LawFlow 株式会社の提供する LawFlow（https://www.lawflow.jp/）等がある。
48
梅垣勇人=野中大樹「急速に広がるリーガルテック」週刊東洋経済 2020 年 11 月 7 日号
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案件での検討経緯の記録や事業部担当者とのコミュニケーションが，法務担当者個人
のみならず部門内・企業内の共有知として蓄積され可視化される。それにより次回契
約案件の検討においてそれらを反映・活用しやすくなり，組織全体のリスク予測力を
向上させることができる」というメリットがある49。
弁護士業務のうち，業務に多くの時間を必要とするものとして，法務デューディリ
ジェンス及びそれに伴う契約書のチェック等の業務を挙げることができる。これらの
業務は，比較的定型的な大量の文書を短時間に正確に分析，検討しなければならない
ことから，本来的に，ＡＩによる代替になじむものといえる。ＡＩに，契約上のリス
クとなり得る部分，例えば，管轄であるとか不可抗力の場合の規定，損害賠償の範囲
等といった部分を，ピックアップしてハイライトで示すようなことは，比較的容易に
実現が可能であると思われる。
弁護士に案件を依頼している側からすれば，ＡＩを活用することで，弁護士業務の
効率化が進み，その結果として，弁護士費用が抑えられるというメリットがあり，Ａ
Ｉの導入が進展していく方向にあること自体は否定できないように思われる。
3) ＡＩを利用した商標類否判定サービス
① ＡＩによる判定の具体例
法律実務におけるＡＩの利用は，限定された領域についてであるが，判定にまで及
んでいる。
商標権を取得するためには特許庁に出願を行うが，ここでは既に登録されている商
標と類似する商標の登録は認められない（指定商品・役務50が類似しない場合はこの
限りではない。）。そこで，商標権は，出願時及び権利侵害時の判断において，他の
商標との類否を判断する必要があるが，この類否判定について，既にＡＩの実装がな
されている。
② 商標登録可能性判定サービスの概要
以下，現在既にサービスが開始されている商標登録可能性判定サービス51（以下
「本件サービス」という。）を例に挙げながら検討を行う。
本件サービスは，出願された商標と，既に登録されている商標の類否判断をＡＩが
実施し，出願された商標の登録可能性を判断するが，ＡＩが判断を行う前提として，
機械学習が用いられている。一般に機械学習は，対象となるデータ（学習データ）に
ついて判断に必要な適切な属性のデータが包括的に得られること（属性包括性），大
量に得られること（大量性），一部分ではなく全体のデータが得られること（全体
性），信頼性のあるデータであること（信頼性）が適しているといわれる。将棋の棋
譜はこれに適している例である。しかし商標の類否判断に関しては，判断の境界線上

49

株式会社 FRONTEO 編著『リーガルテック活用の最前線―ＡＩ・ＩＴ技術が法務を変える』160 頁（ぎょう
せい，2020 年）
50
商標の出願では，登録を求める商標（文字，図形）のほか，どのような商品や役務で使用するかを指定し
て出願する必要がある。指定した商品や役務と異なる（類似しない）商品・役務であれば，登録商標と同一
又は類似する商標を用いたとしても商標権侵害とはならない。
51
株式会社 IP-RoBo（以下「IP-RoBo 社」という。）HP（https://www.tm-robo.com/）
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のデータが多く，絶対量としてのデータ量も不足しており（大量性の問題），また結
論が，判断者（審査官，審判官，裁判官）によって異なるものであって（信頼性の問
題），更にはデータも網羅的でなく偏在したデータしかなく（全体性の問題），機械
学習にあまり適しているとはいえないものである52。そのため，このような限られた
データを基にした機械学習を前提とした類否判断の困難さから，世界各国において現
在提供されているサービスは限定的であり，アメリカにおける図形商標の類否判断等
は，単に画像事態の類否を行うにとどまるサービスであるし，ヨーロッパにおける商
標の類否判断サービスも，文字商標について類比判断が見受けられるくらいのようで
ある53。
本件サービスは，文字商標に特化したものであり，出願しようとしている文字商標
について，その読み方である「称呼」や意味である「観念」をもとに，既存の登録商
標（特許庁の特許情報プラットフォームの称呼検索ＤＢを用いる。）との類似性判断
を行い，登録可能性を百分率（％）で示すサービスであるが，前記困難さを克服する
ための工夫がなされている。
ここで商標（文字商標）には，複数の単語が組み合わさった文字商標（ここでは
「結合商標」ということとする。例えば「ひまわりサーチ」等である。）があるとこ
ろ，この「結合商標」の登録可能性の判定においては，次のような手法がとられる。
まず出願対象である結合商標の文字列の意味を認識し，適切な分節を行い（前記例で
いえば「ひまわり」と「サーチ」に分節する。），それぞれの分節された用語につい
て既に登録されている商標と「称呼」が似ているか，また「観念」が似ているかなど
を判断する。「称呼」や「観念」を判定する過程では，言葉の意味付けを学習するＡ
Ｉも含め，たくさんのＡＩを利用しており，その学習データとしてもインターネット
情報も含め様々なデータを利用している。
「結合商標」の類否判断としては，前記のように個々に分節した単語ごとの判断を
行うほか，一般的な商標の類否判断の手法である「要部観察」の手法も採用してい
る。一般に商標は，対象商標のすべての分節部分に識別力があるものではなく，中心
的に識別力（他の商品やサービスと異なるものであることを認識させる部分）を有す
る部分がある。これを「要部」という。（例えば「ひまわりサーチ」という商標が検
索サービスに用いられた場合，「サーチ」という部分に識別力があるとはいえず，
「ひまわり」のところが識別力を有する部分（「要部」）となる。）。商標の類否判
断では，この「要部」が抽出され，この部分のみの対比を行われる，そのような手法
がしばしば用いられる。これが「要部観察」である。本件サービスにおいても，出願
予定商標の識別力の高いところ，オリジナリティの高いところ（「要部」）をＡＩが
判断して抽出し，類否判断を行っている。
52

本件サービスにおける学習用データとしては，商標の類否判断を行った過去の特許庁の審決や裁判所の判
決が用いられている。もっとも審決の方が判決よりも多数事件があることから，ほとんどの学習データは審
決である。なお，特許庁の審決や，知的財産訴訟における判決は，おおむねほとんどの事件のものがインタ
ーネット上に公開されており，判決のオープンデータ化が先行して実現されている分野と言える。
53 世界中のサービスをすべて把握するものではない。
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さらには，文字商標を構成する文言の形式的な類似度の判断にとどまらず，商標出
願を行う際に指定する商品・役務との関係で当該商標がどれほど識別力を有するか，
出願予定商標が用いている用語が一般用語かどうか（商標のオリジナルティの判断。
高ければ登録可能性も高い。）などの判断を行い数値化し，最終的な登録可能性を百
分率（％）で示している。
③ 商標登録可能性判定サービスから考えるＡＩによる司法判断の今後
商標の類否判断は，出願時（特許庁）と権利侵害時（裁判所）の２つの時点で行わ
れる。本件サービスは，このうち，出願時の特許庁による類否判断を予測するサービ
ス（登録可能性の判定）であり，権利侵害時の裁判所による判断を予測するものでは
ない。
裁判所による判断を予測するサービスが実現していない理由は，そもそも市場規模
が出願に比して小さくビジネス的に成り立ちにくいという点もあるが，まずは，学習
データとなり得る権利侵害時の判断（判決）の絶対数が，出願時の判断（審決）に比
して少ないことが挙げられる。その他にも，権利侵害時における裁判所の類否判断
が，出願時の判断と考慮要素を異にしていることが関係しているように思われる。す
なわち，権利侵害時における裁判所の判断では，出願時には問題にされていない（考
慮要素とされていない）その他の情報，例えば，当該商標が付された商品や役務の具
体的な販売・提供態様等はどうなっていたのか，被疑侵害者の行為の悪質性はどうか
など，様々な観点（属性）が取り込まれて判断されることになる。このような属性を
包括的に取り込むためには，出願時の判断に必要なものにも増して多くの学習データ
（事件）が必要になるものと考えられる。そう考えると，現時点での権利侵害時の商
標の類否に関する判決の数は，ＡＩを使った判断予測サービスを実現するには圧倒的
に足りないといえる。
ただ，以上のことは，ＡＩによる司法判断実現を考える上でも示唆的である。現時
点において，少なくとも商標出願時の商標類否という範囲ではあるが，人の行う判断
予測サービスは実現している。そうであるとすると，判例情報のオープンデータ化等
により判例データの蓄積が十分に進んでいきさえすれば，考慮要素の少ない類型の事
件から，順次司法判断の予測サービスも可能になっていくものと思われる54。

(2) オープンデータ化された判決の活用の可能性
1) 裁判例の原則公開化とその活用
前述のとおり，判決は原則公開化の方向で検討が進められており，これによる間接事
実等の抽出にも期待がかかっている（前記２(1)，4)「将来の展望と新たに生じ得る問
題点」）。

54

裁判の IT 化が進む韓国では，IT 化を更に進化させるため，2024 年までに 1500 億ウォン（日本円で約 150
億円）を超える国費を投じて次世代電子訴訟システム（スマートコート 4.0)の構築に取り組んでいる。この
中で，裁判官が事件審理と判決書の作成に集中するため，AI が訴訟記録を分析した後，争点を抽出し，類似
の事件判決から判決文の初稿まで作成することが検討されている（札幌弁護士会会報 2020 年冬号 56 頁）。
その他，裁判の AI 化について論じるものとして西村友海「判決自動販売機の可能性」宇佐美誠編『ＡＩで変
わる法と社会』137 頁（岩波書店，2020 年）。
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しかし，現実的には，裁判例は多様な領域のものが混在しているため，事件の種類に
よっては少数の裁判例しか得られないことも多い。このため，同種の情報を大量に使用
する機械学習を用いても，間接事実の抽出には，まだまだ課題が多い状況といえる。一
方，現在でも行われている判例検索，例えば，キーワードによる検索には限界があり，
類似の事件の抽出が難しいことが多いため，担当事件の間接事実の検討が困難である。
こうした課題の解決に貢献する手段として，文書の類似度を設定し，これを二次元に
マップする方法がある。類似の判例を抽出し，弁護士がこれを読むことにより，必要な
情報を得ることができれば，相当の効率化が期待できる。
以下では，文書の類似度を用いる方法の，現状と今後の方向性について述べる。
2) 文書の類似度による２次元マッピング
文書の類似度に基づいて文書を２次元にマップする技術の開発が進んでおり，システ
ムとして実用化されている55。このシステム（以下「類似度可視化システム」とい
う。）は，当初は特許情報を対象にしていたが，現在はあらゆる文書を扱うシステムを
提供している。類似度可視化システムでは，文書の類似度を単語の使用頻度に基づいて
設定する。このとき，単語によって類似度の判定に有効性の高い単語と低い単語があ
る。例えば，特許情報において「発明」は全ての文書で使われているため，類似度の判
定のための有効性は低い。一方，「自動運転」や「燃料電池」といった単語は，特許の
類似度を判定するために有用である。類似度可視化システムでは，このような単語の有
効性を自動的に判定し，これに基づいて，文書の類似度を定義する。さらに，この類似
度に基づいて，より類似するものを近くに，類似していないものを遠くに配置するよう
に，２次元に配置する。これらを効率的に行うアルゴリズムを有する会社が，これに基
づいて類似度可視化システム開発してきた。
特許の類似度を分析した例を後記の図に示す。この例では生分解性プラスチックに関
する日本国公開特許公報，約７２００件を解析したものである。図中に示した領域を囲
う線は類似の内容を持つ領域を示すアイキャッチである。

VALUENEX 株式会社（https://www.valuenex.com/?lang=ja）

55
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生分解性プラスチックに係る特許の解析事例
そもそも，非常に多くの情報を持つ文献の２次元へのマッピングは容易なことではな
い。しかし，主成分分析等の統計手法では，多数の次元からなる情報について，これを
表現する別の次元（元の次元を重みづけて合算する方法等で構成する新しい次元）のセ
ットを構成し，最も重要な次元，次に重要な次元，…というように，次元の重要性を示
すことができる。こうした方法により，多次元の情報を，近似的に，重要性の大きな少
数の次元（例えば２次元）だけで表現することが可能になる。類似度可視化システムで
用いる２次元マッピングは，こうした表現方法の一つであり，特に類似度を重視した表
現になっている。
類似度解析の手法として知られているクラスター解析による文書情報の２次元可視化
では，あらかじめＸＹ軸に意味を持たせて配置を決定しているのではなく，文書情報相
互の類似度をもとに距離を算出し，その関係性が最適になるように各文書情報の位置を
決定する。そのため情報の濃淡だけでなく，階層的な構造が出現することが多い。この
点は類似度可視化システムで用いている方法も一般的なクラスター解析と同様である
が，同システムでは，独自の類似度設定による，より有用な可視化が可能となってい
る。前記図の例では関連技術はプラスチック成型品と微小球・薬物応用に大きく分かれ
ており，その中に要素技術や応用に係る特許情報が分布している。
このような情報の可視化の一つのメリットは，文書群からなる全体像を他者と共有で
きる点にある。また情報集積密度の濃淡から，その情報がメジャーかマイナーかといっ
た知見も得ることができる。さらに特徴的なキーワードの有無や公開時期，あるいは出
願人といった書誌情報等から，関心の高い情報への絞り込みが可能となる。クラスター
解析を用いた情報抽出の例として，生分解性プラスチックの応用先として注目される海
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洋プラスチック問題に関連する可能性のある特許を抽出した結果を後記図に示す。図中
青丸で示した特許は海中，海水，海洋，河川を特徴語に含むものであり，例えば細菌着
床具の近傍に関連する技術が多いことが分かる。また特許の書誌情報を利用すること
で，関連技術における主要なプレイヤー，更にはそのプレイヤーの特許に見る技術的特
徴等，様々な情報を得ることができる。

0

2

4

6

三菱瓦斯化学
クラレ
東洋紡
積水化学
アイセロ化学
スズキ
葵テクノ
日本植生

海洋プラスチック問題に関係する可能性のある技術とプレイヤー
3) ２次元マッピングの裁判例への適用
このような技術を裁判例に応用すべく，検討が進められている。
判決文は，２次元マッピングのための分析に有利な性質をもっている。具体的には，
法律用語については表記ゆれが少ないこと，慣用句や省略・特殊文字の混入が少ないこ
と，日付や裁判所名等裁判に係る情報を容易に抽出できること等である。一方，判決文
は，日本語で書かれた詳細な記述であって分析に関係しない記載が多いこと，文書のタ
グ付け（ラベリング等）が十分とはいえない，換言すると構造化も含めて分析を行う必
要があること等が挙げられる。こうした性質を踏まえると，解析精度を高めるために
は，どのようなセクション56単位で解析を行うか，あるいは解析に悪影響を及ぼす（共
通性の高い）キーワードセットの特定と排除等といった文書情報のクレンジング57手法
を検討することが必要になると考えられる。さらに利用シーンとして過去の類似判例情
報抽出を目的とするのであれば，判例情報をデータベース化し，キーワード検索だけで
なく，文書そのものを検索条件として類似判例情報を抽出するといった概念検索及び指
標化機能を備えた可視化システムを構築する必要がある。類似度可視化システムにて保
有する類似特許検索及び可視化ツールＳｃｏｐｅのイメージを後記図に示す。

56

文書の構成上の区分のこと。判決文では，主文，事案の概要，当裁判所の判断等の区分がこれにあたる。
頻度が高いものの類似度の認識に有用でない用語を，解析の対象から外すこと。例えば，上告，控訴，棄
却等の用語は頻発するため，可視化のグループ形成にも大きく影響するが，間接事実を把握するためには有
用ではない。
57
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「水素と酸素で発電する」という文章で検索

燃料電池に関わる特許

複雑なキーワードを設定しなくても関連する情報が検索できる

概念検索による類似情報検索システム
現在のところ，裁判例の公開は限定的ではあるが，試験的に，公表済みの裁判例を対
象に２次元マッピングを試行した。解析対象は，裁判所ホームページで公開されている
判例情報中，全文中に「名誉毀損」を含む判例，約５４０件を用いた。解析方法である
が，判例情報を解析する上では前記のような課題や仮説を要素とするものはあるもの
の，まずは主文及び全文を用いて解析を行った。結果を後記図に示す。
クラスター解析結果では，図中に記載したように判例情報の内容に従っていくつかの
密集領域が形成されていることが分かる。多くの密集領域は事案の特徴によって分かれ
ている。例えば中央には取材や記事に係る事案が数多く集積しており，メジャーな事案
であることが分かる。これに対し中央上から右方向にはネット上での事案に関する判例
が集積している。そのほか，左上には特許に係る事案が，また下方向に行くと労働組合
や強制労働等国家間の事案等も現れている。一方，左下にある密集領域は事案ではなく
「上告」に係る記述を持つ判例が集積している。このような集積は他の集積との比較に
おいてあまり意味はない。より効果的な可視化のためには，前述の課題仮説をクリアす
る必要があると思われる。
特許、発明

書籍、出版
ネット等への投稿
家庭教師、商標

ネット等での情報開示
記事、取材等
労働組合

上告
国家、国際条約
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判例情報の解析結果
4) 今後の展望
今後，大量の裁判例情報が公開されれば，２次元マッピング等の技術により，従来の
キーワード検索に比べて，より有用性の高い類似裁判例の抽出が可能になると思われ
る。類似裁判例の抽出により，判決の傾向のみならず，重要な間接事実を容易に判定す
ることが可能になり，弁護士の活動を大いにサポートすることになると思われる。
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第３ ＯＤＲ（オンライン紛争解決手続）の概要と司法に与えるインパクト
１ はじめに
本章第３では，民事裁判手続の周辺部分として，裁判外の紛争解決手段を取り上げ
る。
裁判外の紛争解決手段は，これまではＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution）
として，裁判所以外の機関が行っている調停・仲裁等の手続として理解されていた。
昨今のＩＣＴ（Information and Communication Technology）の進化に伴い，こう
した紛争解決手段もＩＴ化が進んでいる。むしろ，法改正が必須でない分，先行して
いる・先行できる面がある。こうしたＩＣＴを利用した裁判外の紛争解決手段をＯＤ
Ｒ（Online Dispute Resolution）と呼んでいる。
また，ＯＤＲは，基本的には，比較的少額の問題を早期に解決する手段として想定
されていた。その中でも同種事例が多く集まるような場合等では，事例を集積して比
較したり，裁判実務での傾向を抽出したりすることで，ある事例において，容易に解
決の方向性を示すことができるようになり得る。こうした作業にはＡＩが向いている
面があると考えられており，そうだとすると，ＡＩを利用することで，ＯＤＲが想定
するような早期解決がより促進される可能性がある。こういった点で，ＡＩとＯＤＲ
の親和性もある。
以上のような観点から，ＯＤＲを取り上げ，以下の順で報告する。
２

ＯＤＲって何だろう？（総論）

３

諸外国の例

４

我が国の現状

５

ＯＤＲとＡＩの関係

６

ＯＤＲの課題

なお，最後に課題を取り上げるが，いずれも現在進行中あるいは議論中のもので確
定した結論はほぼない。将来の課題として，今後の議論のたたき台あるいは各自の考
える材料として提供したものとお考えいただきたい。また，以下では，様々な制度等
も紹介するが，これらも日進月歩で進化しているため，現在は異なっている可能性も
あるが，御容赦いただきたい。

２ ＯＤＲって何だろう？（総論）
(1) 動画（アニメーション）の内容の紹介
ＯＤＲとは，Online Dispute Resolution（オンライン紛争解決手続）の頭文字
をとったもので，ＩＣＴを活用して紛争を予防，管理，解決するための仕組みを意
味する。
法的な紛争解決を時間的な段階に応じて分類すると，解決手段の検討や情報収集
をする「検討」フェーズ，相談機関等への「相談」フェーズ，任意の交渉を実施す
る「交渉」フェーズ，裁判外紛争処理機関での調停等の「ＡＤＲ」フェーズ，裁判
所における訴訟手続等の「民事訴訟」フェーズに分けられ，実際の紛争解決ではこ
れらのフェーズの一部又は全部を経る。このような様々なフェーズがあり，これら

− 183 −

第 29 回司法シンポジウム 基調報告書
のフェーズのそれぞれで司法アクセスを困難にする事由が存在する。それらの事由
を取り除く一手段として，オンライン化によるメリットを活かすことが期待されて
おり，今般のＯＤＲを導入する議論につながっている。例えば，裁判外紛争処理機
関から遠方にある地域で生活している人が，実際に裁判外紛争処理機関に出向くこ
となく，裁判外での調停を受けられるようになるといったことが考えらえている。
ＯＤＲ導入の社会背景には，「平和でだれもが受け入れられ，すべての人が法や
制度で守られる社会をつくろう」というＳＤＧｓ１６にも掲げられた理念の高まり
がある。
ＯＤＲには，大きく分けて，司法型，行政型，民間型があり，民間型には，企業
プラットフォーム型や独立型があるとされている。既存のＡＤＲ機関により実施さ
れるＯＤＲは，民間型の１つの類型に分類されている。
現在，海外では先行的に実施されている事例があるほか，国内でも，既存のＡＤ
Ｒ機関の手続のオンライン化や民間型のサービスが増えつつある。

(2) 「ＯＤＲ」の範囲
ＯＤＲとして想定されているものは，単に紛争解決手段であるＡＤＲをオンライ
ン化したという意味にとどまらず，広くＩＣＴを使った紛争解決手段と考えられて
いる。そのため，ＯＤＲの範囲も，紛争解決手段の検討を行う①検討フェーズから
始まり，②相談フェーズ，③交渉フェーズ，④ＡＤＲフェーズと広く捉えられてい
る。
1)

検討フェーズ
ＯＤＲは，ＩＣＴを使った第三者の入る紛争解決手段であり，紛争解決のた
めの検討や情報収集のオンライン化も，ＯＤＲの進行フェーズとして議論されて
いる。
現在，インターネット上で，法律や判例・裁判例，解決手法等に関する情報
を収集するといったことは，活発に実施されている。また，これらの情報をより
効率的で効果的に検索することや，有用な情報に到達することを目的とするポー
タルサイトやプラットフォームの展開も進んでいる。
既に，弁護士を中心とした法律のプロフェッショナルは，民間企業の提供す
る判例検索システムを活用している。今後，ディープラーニング等の技術を活用
したＡＩによって，さらに効率や精度のよい情報提供等があり得ると考えられて
いる。具体的には，先例分析による解決の選択肢や水準，可能性の提示が考えら
れている。

2)

相談フェーズ
相談段階のオンライン化として，これまで，個別に相談者と専門家の間で，
電子メールやＳＮＳのメッセージング機能，オンラインテレビ会議システム等が
活用されてきた。
今後の可能性として，ＡＩによる相談の分析や自動応答，相談員支援等が挙
げられている。

3)

交渉フェーズ
当事者間の任意の交渉のオンライン化としては，電子メールやＳＮＳのメッ
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セージング機能，オンラインテレビ会議システム等が用いられることは既に一般
的であるといえる。今後，紛争解決に特化したウェブサービス等が登場し，活用
されることが期待されている。
さらに，ＡＩによる選択肢の提示や合意への誘導，合意案の検討・作成の支
援といった可能性が論じられている。
4)

ＡＤＲフェーズ
既に一部のＡＤＲ機関では，電子メールでの申立てや資料提出を受け付ける
といったことが開始されている。
また，既に進行している裁判のＩＴ化と同様に，争点整理手続等において，
オンラインテレビ会議システムが活用される事例もある。
今後，非対面のチャット方式が活用される可能性や，ＡＤＲ機関共通のプラ
ットフォームが活用される可能性，ＡＩによって合意解決が支援される可能性が
指摘されている。
また，立法的支援によって，一部の紛争類型については，ＯＤＲによる紛争
解決手続への参加が義務付けられることも検討されている。例えば，航空チケッ
トのトラブルに関して，消費者が申し立てるＯＤＲ機関への申立てにつき，チケ
ットを販売した事業者や航空事業者はその申立てに応じる義務があるといったも
のである。

5)

ＯＤＲ導入の課題の概要
ＯＤＲは，国際的に導入する必要性があると考えられて，発展している段階
にあり，ＯＤＲに関するルールも整理されつつある状況にある。
一方，導入に当たっての課題として，主に，コストの問題，意識の問題，制
度の問題が挙げられている。
コストの問題とは，導入段階での初期投資やその後の維持のためのメンテナ
ンスコストを，誰がどのように負担するかという問題である。業界団体や士業団
体が設立したＡＤＲ機関では開発のための予算が得られるかといった懸念があ
る。公益的な，例えば消費者保護分野等では，政府による予算措置がなじむとい
う意見もある。
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意識の問題とは，そもそも民間ＡＤＲの利用件数が低調な我が国において，
特に民間企業が公的機関による紛争解決に代えてＯＤＲを積極的に利用する方向
での動機付けが可能であるか，といった議論や，一般の消費者がユーザーとして
利用できるものになり，一般消費者のトラブル解決に有用なものとして認識して
もらえるかという指摘がある。
制度の問題は，第３の６を参照されたいが，弁護士法７２条との関係の整理
が議論されているほか，国際的な共通ルールや基盤整備についても議論されてい
る。

(3) 「ＯＤＲ」の運営主体に関する種別
ＯＤＲは，運営主体別に型を分けて紹介されることがあるので，以下ではそうし
た例に従って，運営主体別の例を挙げる。
1)

司法型
司法機関（裁判所）が，調停・仲裁（ＡＤＲ）等の手続をオンラインで行う
類型がこれに当たるとされている。例えば離婚調停をオンラインで行うといった
ものである。
弁護士会が行っているＯＤＲのような，司法機関に準ずる組織が行っている
ＯＤＲも準司法型としてこれに含めて考えることもできる。

2)

行政型
行政機関が，調停等の手続をオンラインで行う類型である。例えば公害に関
する紛争の調停をオンラインで行うといったものである。
公益社団法人等行政機関に準ずるような組織が行っているＯＤＲも準行政型
としてこれに含めて考えることもできる。

3)

民間型
司法型・行政型以外が民間型となり，司法機関・行政機関ではない機関が調
停・仲裁（ＡＤＲ）等の手続をオンラインで行う類型となる。これについては，
様々なものがあり，かつ，それらを組み合わせたものもある。
①

民間型１
前記のとおり，司法機関・行政機関に準ずるような機関が提供している類
型も，運営主体としては司法・行政機関ではないため，民間型に含めて考え
ることもできる。

②

民間型２（企業プラットフォーム型）
企業が顧客対応業務の一環として，自社システムとしてオンラインでの苦
情・紛争解決システムを制作し，利用する類型である。例えば，ebay（後記
第３の３(2)2）参照）が行っているものがこれに当たる。
なお，ＯＤＲのシステムを全て自社開発とすると費用がかかるため，その
苦情・紛争解決システムとして，他の企業が開発し，提供するシステム（企
業プラットフォーム）を利用することも考えられ，そうしたシステムを提供
する企業もある。

③

民間型３（独立型）
ある企業等が，弁護士会が行っているＯＤＲのような独立したＯＤＲを提
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供し，一連のメカニズムとして苦情・紛争解決の処理を取り扱う類型であ
る。例えば，FairClaims（後記第３の３(2)3）参照）が行っているものがこ
れに当たる。

３ 諸外国の例
(1) 国際的な動き
国連国際商取引法委員会（ＵＮＣＩＴＲＡＬ）第３ＷＧでは，２０１０年から２
０１６年までＯＤＲについて検討を行い，「ＵＮＣＩＴＲＡＬ Technical Notes on
Online Dispute Resolution」というＯＤＲ手続の要素に関する非拘束的な文書を
２０１７年に公表している 1。
また，ドメイン名の登録者と商標権者の紛争を解決するドメイン名紛争処理の分
野では，統一ドメイン名紛争処理方針（ＵＤＲＰ）を電子化する改正（ｅＵＤＲ
Ｐ）が２００９年に採択されて，世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ），全米仲裁協会
（ＮＡＦ），アジアドメイン名紛争処理センター（ＡＤＮＤＲＣ），チェコ仲裁裁判
所（ＣＡＣ），アラブ紛争解決センター（ＡＣＤＲ），カナダ国際インターネット紛
争解決センター（ＣＩＩＤＲＣ）といった認定紛争処理機関において，電子的に書
類の提出や受領が行われるようになった。日弁連と日本弁理士会が共同で運営する
日本知的財産仲裁センターにおけるＪＰドメイン名紛争処理手続も，ＪＰドメイン
名紛争処理方針（ＪＰ－ＤＲＰ）の２０２０年改正によって電子化された。

(2) アメリカ・カナダ
アメリカ及びカナダにおけるＯＤＲの状況は以下のとおりである。
1)

司法型・行政型
カナダ・ブリティッシュコロンビア州の Civil Resolution Tribunal（ＣＲ
Ｔ） 2は，北米における代表的な（準）司法型ＡＤＲである。
ＣＲＴは，同州の２０１２年 Civil Resolution Tribunal Act に基づき運営
されるカナダで最初の独立・準司法型のオンライン紛争解決サービスであり，当
初は不動産の区分所有（strata）に関する紛争のみを取り扱っていたが，現在で
は５０００カナダドルまでの少額紛争や，５万カナダドルまでの交通事故紛争等
も取り扱うようになっている。
２０１９年４月から２０２０年３月までにＣＲＴに対してなされた申立ては
５８８０件に上り，うち４９２６件が少額紛争，７９３件が不動産区分所有に関
する紛争である。処理結果（計６０７９件）を見ると，和解成立又は取下げによ
る終了が２３２１件（３８％），相手方が応答しないことによる欠席判決が１７
６４件（２９％），ＣＲＴが判決をしたケースが１２７４件（２１％）等となっ
ている 3。

1

UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution（https://uncitral.un.org/sites/u
ncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_od
r.pdf）
2
Civil Resolution Tribunal（https://civilresolutionbc.ca/）
3
Civil Resolution Tribunal 2019/2020 Annual Report（https://civilresolutionbc.ca/wp-
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またアメリカでは，いくつかの裁判所が個別（州ごと又は裁判所ごと）にＯ
ＤＲのパイロットプログラムを実施している。そのうちには，Matterhorn 社や
Tyler Technologies 社等の民間のＯＤＲシステムプロバイダーと提携したプロ
グラムもある。２０１８年のデータではあるが，全米の４０以上の裁判所でＯＤ
Ｒプログラムが実施されており，また４０以上の州で裁判所システムにＯＤＲを
導入することを検討している 4。
現在，州裁判所での導入事例には以下のようなものがある 5。
ニューヨーク州
https://cii2.courtinnovations.com/NYNYSC
ミシガン州
https://courts.michigan.gov/disputeresolution
ユタ州
https://www.utcourts.gov/smallclaimsodr
ニューメキシコ州
https://adr.nmcourts.gov/home/odr/
２０１７年に全米の州裁判所の運営者で作る団体が取りまとめたケーススタ
ディ報告 6では，ＯＤＲは市民の司法アクセスを向上させ，法の支配を従来に増
して実現させるとともに，裁判所の事務や司法プロセスをより効率化させる重要
なツールとして位置付けられている。その前提のもと，ＯＤＲが持続可能なもの
となるような資金支援やＯＤＲの対象となる事件類型の拡大，更にはＯＤＲがよ
りユーザーフレンドリーなものとなるためのテクノロジーの活用等が課題として
挙げられている。
一方でアメリカでも，裁判所にＯＤＲが導入されることにより事務が効率化
され事務官等の職が奪われる，また事務官等が新たなシステムを学習することが
容易でないといった懸念から，司法型ＯＤＲの導入が進まないという現状もある
ようである 7。また前記のような民間のＯＤＲシステムプロバイダーの仕組みを
裁判所が取り入れることについては，例えば消費者と事業者間の紛争において事
業者側に有利なＯＤＲの運営がなされるのではないかといった，公平性の観点か
らの懸念も示されている 8。
2)

企業プラットフォーム型

content/uploads/2020/07/CRT-Annual-Report-2019-2020.pdf）
4
Noam Ebner & Elayne Greenberg, What Dinosaurs Can Teach Lawyers About How to Avoid
Extinction in the ODR Evolution, ST. JOHN'S SCH. LEGAL STUD. RES. PAPER SERIES (Jan.
17, 2019)
5
The National Center for Technology & Dispute Resolution（http://odr.info/courts-usingodr/）
6
JTC Resource Bulletin（https://www.ncsc.org/__data/assets/pdf_file/0023/18707/2017-1218-odr-case-studies-revised.pdf）
7
Amy J. Schmitz, Expanding Access to Remedies through E-Court Initiatives, 67 Buff. L.
Rev. 89 (January 2019)
8
同上。
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企業プラットフォーム型では，ebay 9や airbnb の取組が著名である。以下で
は，ebay におけるＯＤＲについて紹介する。
ebay は１９９５年に設立された世界最大級のＥコマース市場である。ebay は
その初期から利用者間の紛争解決に取り組み，１９９９年にはマサチューセッツ
大学アマースト校の Ethan Katsh 教授と共同で売買当事者間の紛争解決のための
パイロットプログラムを立ち上げた。このプログラムは，当初は，取引上の問題
を同大学に報告してもらうものであったが，極めて多くの問題が報告されたこと
から，プログラムは後に SquareTrade.com というスタートアップ企業として独立
することとなった。
SquareTrade.com は８年間で ebay における取引相手の評価（格付け）に関す
る数百万件の紛争を取り扱った。しかしながら，独立した第三者サービスでは解
決できない紛争も多くあったため，ebay は，２００３年，ＯＤＲを自社で実施
する（すなわち「内製化する」）決定をした 10。
現在では，ebay は年間６０００万件の紛争実績処理があると見られている
11

。

ebay の目標は，ebay が介入しなければならないレベルに紛争がエスカレ

ートする前に，売手と買手が取引上の問題を解決できるようにすることであると
指摘される 12。
ebay のユーザーが自分では解決できない取引上の問題を抱えた場合，ebay
Resolution Center を通じて，他方当事者にコンタクトすることができる。
Resolution Center における最初のコンタクト内容は定型化されており，買主で
あれば商品不到達又は商品の瑕疵（商品説明と実際に届いた商品が異なる）等，
売主であれば代金未払か取引解除である（なおこれらに該当しない場合には，メ
ール等で ebay に問い合わせることも可能である。）。
また ebay では，eBay Money Back Guarantee という仕組みをほぼ全商品に対
して追加料金なしで適用している。商品の瑕疵の場合についていえば，買主は原
則として商品到着から３０日以内に売主に対し返品と返金を求めることができ，
売主はこれに対し３営業日以内に応答する義務を有する。売主が応答しない場合
には，買主は ebay による介入と援助を求めることができる。
ebay が介入する場合は，ebay は事例を調査して４８時間以内に応答し，当事
者がとるべき措置を決定する。ebay の決定に対しては，各当事者は３０日以内
に不服申立てをすることができる。
返品が認められた場合，買主は返品用発送ラベルの発行から１０日以内に返
品手続をとる必要がある（買主がこれを怠った場合は，解決手続が終了する。）。
9

ebay Dispute Resolution Overview
（https://pages.ebay.com/services/buyandsell/disputeres.html）
10
Collin Rule, Designing a Global Online Dispute Resolution System: Lessons Learned
from ebay, 13 University of Saint Thomas Law Journal 354 (2017)
11
日流ウェブ（2019 年 10 月 10 日） https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/6032
12
Luca Dal Pubel, E-bay Dispute Resolution and Revolution: An Investigation on a
Successful ODR Model（https://www.researchgate.net/publication/330181756_EBAY_DISPUTE_RESOLUTION_AND_REVOLUTION_AN_INVESTIGATION_ON_A_SUCCESSFUL_ODR_MODEL）
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またこの場合，ebay は，当初買主が支払を行った口座等への返金を行う。なお
買主から返金の求めがあった場合等には，ebay は売主のアカウントから商品代
金が引き出されないようにする措置をとることがある 13。
このように，ebay のＯＤＲの仕組みは，単に生じた紛争をオンラインで解決
するというものではない。
問題（必ずしも「紛争」の域に達しないものを含む。）が発生した場合に，当
事者が自ら解決策を見つけることを支援し（それにより ebay が介入しなければ
ならないケースを減少させ），自ら解決できない問題については相手方と協議す
るチャンネルを提供し，またそれでも当事者間で解決できない場合には ebay が
介入するとともに，解決策（返品や返金等）の履行の確保までをカバーする総合
的な仕組みといえる。
3)

独立型
北米では独立型のＯＤＲサービスも多く提供されている。
例えば，FairClaims 14は，２万５０００ドルまでのあらゆる紛争を取り扱うオ
ンライン仲裁及び交渉支援のプラットフォームである。
前記の ebay の取組から始まった SquareTrade 15は，最も成功したオンライン調
停システムとなったが 16，その後オールステート保険会社に買収された。現在で
はスマートフォン，タブレット，電子機器，電化製品等の保証プランを提供する
会社となっており，プランを購入した顧客からオンラインでクレームを受け付
け，商品の補修や代替品の提供等を行うサービスを提供している。
また家事分野では，wevorce 17，it's over easy 18，our family wizard 19等の
サービスが提供されているが，そのサービス内容は様々である。
wevorce は，オンラインで離婚に関する検討，相談，交渉及びＡＤＲの各フェ
ーズを提供するサービスである。ＡＤＲフェーズは，一定の経験を有する実務家
が調停や仲裁を行う。料金は，検討や和解合意書の作成のみであれば１週間は無
料，実務家による調停・仲裁を行う場合には，親権に関する争点の有無に応じて
３４５０ドル又は５８５０ドルである。ただし，アメリカ各州では協議離婚を認
めていないため裁判所での手続が必要となるが，これは各当事者が行うようであ
る。
it’s over easy は，アンジェリーナ・ジョリー，ジョニー・デップ，スティ
ービー・ワンダーら著名人の離婚事件を手がけた Laura Wasser 弁護士の運営す
る離婚ＯＤＲである。同サービスはＡＤＲフェーズを提供していないが，当事者
間がオンラインで交渉し合意した内容について，裁判所での手続の代行まで行っ

13

ebay Customer Service（https://www.ebay.com/help/policies/ebay-money-back-guaranteepolicy/ebay-money-back-guarantee-policy?id=4210）
14
FaieClaims（https://www.fairclaims.com/）
15
Allstate PROTECTION PLANS（https://www.squaretrade.com/）
16
前掲 Luca Dal Pubel
17
Wevorce（https://www.wevorce.com/）
18
it's over easy（https://www.itsovereasy.com/）
19
our family wizard（https://www.ourfamilywizard.com/）
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ている。費用はサービス内容に応じて７５０ドルから２５００ドルである。
our family wizard は，離婚後の共同親権関係を管理するためのオンラインツ
ールである（ただし離婚や親権に関する紛争解決は取り扱っていないようであ
る。）。親権者向けプランは年額約１００ドルのサブスクリプション制で，親権者
（元夫婦）間でのオンラインでの連絡，面会交流等の期日管理，子に要する費用
の管理，子に関する情報の一元管理等を提供している。なお，同サービスは
ToneMeter™というオプションを提供しており，これは，オンライン上でやり取り
される親権者間のメッセージや記録が攻撃的，あるいは感情的となっていること
が窺われる場合等に警告を表示するサービスであり，当事者間の冷静なコミュニ
ケーションと心情の安定に寄与することを目的としている。

(3) ＥＵ諸国
1)

ＥＵにおける取組
ＥＵでは，ＥＵ加盟国（デンマークを除く。）での５０００ユーロまでの少額
請求手続（European Small Claims Procedure）を設ける規則が２００７年に制
定され（２０１５年改正） 20，European e-Justice Portal においてオンライン
の書式等が提供されている 21。
また，２０１３年に消費者紛争のためのＯＤＲ規則 22と消費者紛争のためのＡ
ＤＲ指令 23が制定されて，ＯＤＲプラットフォーム 24の提供が行われている。

2)

ＯＤＲのサービス例
オランダ法律扶助委員会（Dutch Legal Aid Board）が２００７年に開設した
「Rechtwijzer」というホームページ 25では，オンラインで調停人を求めたり，
裁判官によるオンライン手続を進めたりすることができるようになっている。

(4) イギリス
1)

政府の取組
イギリスでは，Online Dispute Resolution Advisory Group により「Online
Dispute Resolution for Low Value Civil Claims」報告書 26が２０１５年２月
に公表され，２万５０００ポンド未満の少額民事請求についてのオンライン紛争
解決が提案された。２０１６年７月のイギリス最高裁判事であるブリッグズ卿

20

Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16
December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims
Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment
procedure.
21
european e-JUSTICE（https://e-justice.europa.eu/home.do）
22
Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May
2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No
2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR)
23
Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on
alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No
2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR)
24
EU における ODR プラットフォーム（https://ec.europa.eu/consumers/odr）
25
Rechtwijzer（https://rechtwijzer.nl/）
26
CIVIL JUSTICE COUNCIL（February 2015）（https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2
015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-Version.pdf）
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（Lord Justice Briggs）の「Civil Courts Structure Review: Final Report」
27

においても，オンライン裁判所の章が設けられた。最終報告書は，オンライン

裁判所に対する，(1)現行の伝統的な裁判所と比較して，重要性が劣る請求と誤
って評価されたものについての二流裁判所になるとか，(2)オンライン裁判所の
利用が必要となる者の大多数は，オンラインの要件のために正義へのアクセスが
拒絶されるとか，(3)弁護士がつかないことは，不正義の原因となるとか，(4)２
万５０００ポンド（３５０万円強）が管轄の上限として不必要に高すぎるとかい
う批判に対しそれぞれ長文にわたる詳細な反論を行っている。そして，２０１６
年９月に，大法官（Lord Chancellor），高等法院女王座部長官（Lord Chief
Justice）及び首席審判所長（Senior President of Tribunals）による
「Transforming Our Justice System」という共同声明 28によって，オンライン
裁判所の構想にはお墨付きが与えられた。裁判所の建物売却を含むオンラインに
よる裁判所改革プログラムには遅れが生じていて，完了は２０２２年から２０２
３年に延期されている。なお，市民が質問に答えながら，自分の紛争に関する裁
判所を見つけることができるウェブ上のツール 29も政府のホームページ上で提供
され，ツールの更新が続けられている。
2)

ＯＤＲのサービス例
Resolver 30は，無料でオンラインによる苦情申立書の作成を助け，各分野の苦
情申立窓口につなぐシステムを提供している。

(5) アジア諸国
1)

シンガポール
①

「Community Justice and Tribunals System」と呼ばれる司法型ＯＤＲシス
テムが存在し，州裁判所での交通事故案件をオンライン化したプラットフォ
ームによって，その８０％以上がオンライン上で解決している。
前記システム上に存在する「e-Negociation」と呼ばれるシステムの利用に
より，当事者は最初の法廷審問の前にオンラインで和解を交渉することがで
き，和解に達した場合，当事者は法廷に出廷することなくオンラインで同意
命令を申請することができる。
また，「e-Mediation」と呼ばれるシステムの利用により，当事者は直接出
席する必要なく，オンラインで事件を調停するための裁判所調停人を予約す
ることができ，和解に達した場合，当事者は法廷に出廷することなくオンラ
インで同意命令を申請することができる。
現在はその対象となる事件類型を拡大しようとしているということである

27

JUDICIARY OF ENGLAND AND WALES（July 2016）（https://www.judiciary.uk/wp-content/uplo
ads/2016/07/civil-courts-structure-review-final-report-jul-16-final-1.pdf）
28
Ministry of Justice（September 2016）（https://assets.publishing.service.gov.uk/gover
nment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/553261/joint-vision-statement.pdf）
29
Find a Court or Tribunal（April 2021）
(https://www.find-court-tribunal.service.gov.uk/)
(https://insidehmcts.blog.gov.uk/2021/04/09/finding-a-court-or-tribunal/)
30
resolver（https://www.resolver.co.uk/）
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31

。

②

シンガポールの今後の取組として，ＯＤＲに関連するものとしては，以下の
システムが挙げられる 32。
ａ

Outcome Simulator
裁判やＯＤＲの申立て前に，当事者が損害賠償額の算定等を事前に予測で
きるよう，これまでの裁判例のデータを分析して，請求額の予測を行うシミ
ュレーター。

ｂ

eSettlement
自動システムを利用してオンラインで和解を行う。裁判官やファシリテー
ターに入ってもらうことも可能。想定される事件としては，自動車事故，少
額訴訟，相続・財産等複雑性の少ない事件。

ｃ

Ask Justin
国民が裁判手続等に疑問がある場合に利用すると，裁判所が提供する情報
や分析に基づいて回答するシステム。

2)

韓国
①

総論
韓国における裁判外紛争解決制度は，裁判所付設型，行政型，民間団体型
の３種類に分類される。裁判所付設型は民法，民事調停法，家事訴訟法に根
拠を有する民事調停及び家事調停を指す。行政型は個別法を根拠として調停
委員会が構成され，私的紛争を解決する制度である。韓国には現時点では民
間団体型の紛争解決機関は少ないようである。

②

各論
ａ

申請手続
調停の申請手続について，オンラインで申請ができるものもあるが，申請
自体は書面を持参ないし郵送で提出しなければならないものもある。中間的
なものとして e メールでの提出を認めているものもある。
オンライン申請を認めているものとしては，言論仲裁委員会（ＳＮＳでの
中傷に関する紛争解決），韓国消費者院（消費者被害の救済，紛争調停），金
融紛争調停委員会（預金関係の紛争解決），韓国医療紛争調停仲裁院（医療
紛争解決），電子文書・電子取引紛争調停委員会（電子文書・電子取引紛争
解決），インターネットアドレス紛争調停委員会（インターネットアドレス
に関する紛争（ドメイン名紛争）解決），中央環境紛争調停委員会（騒音被
害等環境紛争解決），個人情報紛争調停委員会（個人情報紛争解決），コンテ
ンツ紛争調停委員会（コンテンツ取引紛争解決），建築紛争専門委員会・国
土交通部建築紛争専門委員会（建築紛争解決），階間騒音隣同士センター
（集合住宅の階間騒音紛争解決），公正取引委員会１３７２消費者相談セン

31

シンガポール裁判所（https://www.statecourts.gov.sg/CJTS/#!/index1）

32

杉本純子「シンガポール・アメリカにおける裁判手続等のＩＴ化」日本経済再生本部・裁判手
続等の IT 化検討会（第 2 回）
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai2/siryou5.pdf）
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ター（消費者の物品仕様被害紛争解決），通信紛争調停委員会（電気通信事
業者と利用者の紛争解決），公共データ提供紛争調停委員会（公共機関の公
共データ提供拒否・中止に関する紛争解決）等が挙げられる。
ｂ

調停手続
オンラインで調停手続まで行うことができるものは前記で列記したよりも
少ないが，調停手続や調停に付随する手続ができるものもある。
インターネットアドレス紛争調停委員会は，オンラインで調停申請を行う
ことができることに加え，申請に対する答弁をオンラインで行うことや，商
標検索も行うことが可能である。
個人情報紛争調停委員会は，オンラインで申請手続を行うことのほかに，
申請条件を満たしているかの確認，集団の紛争調停，集団紛争調停における
当事者の追加もオンラインで行うことができる。
コンテンツ紛争調停委員会では，オンライン相談を行うことができ，相談
事例もホームページに掲載されている。

ｃ

手続の進行照会
オンライン上で調停手続の進行状況を照会・確認することができる事件管
理システムを備えているものもある。例えば大韓商事仲裁院（国内外の商事
紛争解決），韓国消費者院，韓国医療紛争調停仲裁院，建築紛争専門委員
会・国土交通部建築紛争専門委員会等が挙げられる。
韓国消費者院等，大量の紛争案件を抱える事業者にとって，オンライン上
で事件管理ができることは特に有益と考えられる。

③

韓国におけるＯＤＲ導入に際しての議論の紹介
ａ

規律的側面
オンライン環境はこれまで自主的なエチケットによって規律されており，
法をもって規律することについては抵抗がある。また，オンライン環境は情
報革新の進歩が目まぐるしく，法によって規律する自体が難しい。したがっ
て，国が画一的にオンライン環境を規律するより自律的な規制によるのが適
当ではないかとされてきた。

ｂ

技術的側面
ＯＤＲによる紛争解決は適切なＯＤＲプラットフォームを運営する技術が
なければ成り立たない。ＯＤＲは既存の紛争事例を比較分析し，解決策を提
案するという点で，中立性があるという利点がある。対面によらなければな
らないＡＤＲとは異なり，交渉の準備，過程の支援，公正かつ効率的な結果
の達成を包括的に支援することができる。

ｃ

市場・社会生活的側面
ＯＤＲが過度のコストや時間を要する場合は，紛争解決方式として利用さ
れないが，その需要の予測や手数料の基準も業務上の秘密に属することにな
り一律の規制になじまない。したがってＯＤＲ自体がオンラインビジネスで
あることを踏まえることが重要である。
また，ＯＤＲサービスの提供者は北米地域から欧州に拡大しており，国際
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電子商取引における紛争解決のために始まったにも拘わらず，サービスが英
語で提供されており，言語的，文化的差異があり，このような相違点に対応
する必要がある。
ＯＤＲの制度設計・運営に当たっては専門家の養成と継続的な研修が必要
になる。
ＯＤＲの円滑な機能と発展のためにはデータの収集・利用が必須であり，
そのための法的根拠，個人情報保護，セキュリティへの対処の方策がなけれ
ばならない。
ｄ

まとめ
以上のとおり，ＯＤＲの導入に反対するものではないが，補完されるべき
問題点があるという議論がなされたということである。

3)

その他
中国のアリババが民間型ＯＤＲを作り，取引に関する紛争を全てオンライン
で解決することができるシステムを提供しているということである。

４

我が国の現状
(1) 司法・行政型
1)

司法型
①

裁判所
現時点で，司法機関である裁判所が主体となって行われているオンライン
での調停，仲裁等紛争解決を行うシステムは存在しない。ただし，現在，家
事事件手続においてウェブ会議システムを利用した調停手続が実施できるよ
うになる方向で検討が進められている。

②

弁護士会
各地の弁護士会は，紛争解決センターを設置し，裁判外での紛争解決サー
ビス（ＡＤＲ）を提供している。弁護士会が設置する紛争解決センターは，
２０２１年２月現在で３５弁護士会，３８センターにのぼり，年１０００件
程度の申立てがなされている 33。
これら弁護士会のＡＤＲにおいては，規則により調停等は弁護士会館内の
会議室で行われる等と定めているのが通常で，当事者が出頭しないオンライ
ン形式での紛争解決手続を実施しようとすると規則改正の必要があるなどの
理由で，オンライン紛争解決手続を設けている弁護士会は多くはない。
しかし，２０２０年１月頃から始まった新型コロナウィルス感染症の問題
に対応するため，一部の弁護士会ではウェブツールを利用し，当事者が対面
せずに紛争解決を図る仕組みが導入されるようになった。これらの弁護士会
では，一部では規則改正を実施の上，また一部では規則改正をすることなく
事実上オンライン紛争解決手続を導入している。

33

山田文「弁護士会 ADR の新しい時代へ向けて」自由と正義 72 巻 4 号 8 頁(2021)
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２０２１年４月現在，以下の各弁護士会がオンラインによる紛争解決の仕
組みを設けている。
ａ

仙台弁護士会
仙台弁護士会紛争解決支援センター（ＡＤＲセンター）において，紛争解
決手続を，ウェブ会議システムを利用して行う手続が設けられており，「リ
モートＡＤＲ」と呼称されている。ウェブ会議システムとしては，Zoom や
Google Meet 等が利用されている。２０２０年４月運用開始。

ｂ

千葉県弁護士会
千葉県弁護士会紛争解決センターでは，当事者が希望する場合，又はあっ
せん人が適当と認める場合に，あっせん人の判断でオンラインＡＤＲが実施
されている。オンラインによる方法が選択される場合の例としては，当事者
の一方又は双方が遠方に居住しており，弁護士会館への出頭が困難な場合，
当事者の感情的対立が激しく，物理的に他方当事者との接触を避ける必要が
ある場合等がある。ウェブ会議には Zoom が利用されている。２０２０年８
月運用開始。

ｃ

東京弁護士会
東京弁護士会紛争解決センターでは，申立人は，申立書にオンラインで期
日を開催することを希望することができ，相手方も応諾をするに当たり，オ
ンラインで期日を開催することを希望できる。これらの希望を受け，あっせ
ん人において，当事者の意思を尊重しつつ，オンライン期日での対応が相当
かを判断する。ウェブ会議には，Zoom が用いられるが，あっせん人の判断
でほかのソフトを用いることも可能である。２０２０年１２月運用開始。

ｄ

第一東京弁護士会
災害時ＡＤＲと呼称される，災害に関連した紛争解決手続において，新型
コロナウィルスに関連して問題が生じた場合，これをオンラインで解決する
ことを目指す手続を設けている。ウェブ会議システムとして，Google

Meet

等が利用される。手続を利用することを希望する場合は，書面で申立てを行
うことになるが，メール及び電話による事前相談の制度も設けられている。
２０２０年６月運用開始。
また，２０２１年７月からシェアリングエコノミーに関する保険に附属す
るＯＤＲを運用し，簡易和解手続としてＯＤＲを実施している。
ｅ

第二東京弁護士会
第二東京弁護士会の仲裁センターでは，主に Zoom を用いたオンライン調
停を実施している。新型コロナウィルス感染防止の観点から，原則としてウ
ェブ会議方式での期日開催を依頼しており，新たに申し立てられた事件につ
いては全て当事者にオンラインによる期日開催の意向を確認しているとのこ
とである。事案によるオンライン利用可否の制限はない。２０２０年６月運
用開始。

ｆ

京都弁護士会
京都弁護士会紛争解決センターの事業として，「コロナ対応臨時 Web 調
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停」と呼称される紛争解決手続を用意している。Web 調停の申立てはメール
で行い，事前にメールで日程調整の上，１回の期日での調停成立を目指す。
２０２０年６月運用開始。当初は２か月間の期間限定の予定であったが，期
間経過後も延長して実施されている。
ｇ

岡山弁護士会
岡山弁護士会の設置する岡山仲裁センターでは，Zoom，Teams 等を利用し
て，オンラインでＡＤＲを実施できる制度を設けている。申立人・相手方の
双方と，仲裁あっせん人がオンラインで調停を実施することに同意すること
が条件とされている。あっせん人において，オンラインにふさわしい事案か
どうかを判断する。ウェブ会議システムとして，Zoom，Teams を利用する。
２０２０年運用開始。

ｈ

広島弁護士会
広島弁護士会が行う仲裁では，当事者の希望を踏まえ，Zoom 等のウェブ
ツールを用いた紛争解決手続を実施している。２０２０年６月運用開始。

2)

行政型
現時点では，我が国では行政機関が実施するものは存在していない。
ただし，独立行政法人国民生活センターでは，メール等を活用して海外との
消費者関係のトラブルの解決に役立てたり，PIO-NET 情報を活用して国内の消費
者紛争の解決に役立てたりすることは行われている。これはオンライン手続を利
用した紛争解決手法として，広い意味でのＯＤＲの一環と考えられている。

(2) 企業プラットフォーム型
1)

一般企業が提供するシステムを元に，実際の和解手続は弁護士会仲裁センター
が行う混合型のＯＤＲが存在する。
近年，カーシェア，シェアサイクル，シェアスペース等シェアリングエコノ
ミーの利用が拡大している。プラットフォーム企業（提供者と利用者をつなぐ企
業）は提供者・利用者の損失に備え損害保険に加入しており，提供者・利用者間
の紛争の多くは保険（保険金）で対応されるが，保険金の支払対象とならない紛
争もある。そうした場合は，提供者と利用者間の紛争として，プラットフォーム
企業は関与しないのが原則であるが，その紛争によって生じた損害は少額で裁判
での解決にはなじまないことが多い。こうした場合の紛争を，ＯＤＲで解決する
のが本システムである。
保険事業者（損害保険ジャパン株式会社）が提供する保険にＯＤＲシステム
が附属し，保険で解決できない提供者と利用者間の紛争についてＯＤＲで解決を
目指す。具体的なＯＤＲの手続は，第一東京弁護士会が運営する仲裁センターが
行い，当事者が同意した場合には，弁護士会運営の仲裁センターにつながり，弁
護士が間に入り，和解手続を進める。入り口部分は企業プラットフォーム型のよ
うになっているが，ＯＤＲ手続は準司法型である弁護士会が実施するもので，い
わばこれらの混合型となっている。

2)

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社が提供するＯＤＲ
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システムが存在する 34。
同社が開発したＯＤＲシステムを，一般企業が当該企業の顧客対応の一貫と
して導入し，顧客との間の紛争処理に利用する。顧客は，当該企業との間の紛争
が生じたときに，インターネット経由で当該システムの利用を申し立てる。当初
はインターネット内で当該顧客と企業との間で解決を目指すが，解決しないとき
に，調停人が入り，その紛争を調停する。

(3) 独立型
1)

２０２０年４月に「草野芳郎ＡＤＲセンター」 35が設置され（私的調停の実施
は２０１２年から），同時期に対面調停に加えてウェブ調停の提供が開始され
た。調停ではオンラインでの折衝のツールに Zoom や Skype を利用，調停人は事
務所の所属弁護士が務め，当事者全員の間に合意が成立したときは紛争当事者間
で和解契約を締結させる。利用料金は，申立費用（１万円），期日手数料（１当
事者当たり，調停実施３回まで５万円・４回目以降１回当たり１万円）と，成立
時報酬（１件の解決額に対して最大１０％）。

2)

「ＴＥＵＣＨＩ」の名称でミドルマン株式会社が提供するＯＤＲ事業 36が存在
する。比較的少額の紛争を利用対象と想定し，折衝にオンラインチャットを利用
する。紛争当事者同士の直接対話から折衝を開始し，不調なら当事者の判断で調
停人を介在させて，折衝を続ける（「オンライン調停」）。
事業の仕組みとしては，①ＡＰＩ（Application programming interface）提
供先からの月額料金を徴収するもの，②スポット利用者（紛争当事者）からの利
用料金を徴収するもの，があるようである。
①は，利用者が紛争を自主的に解決するためのツールと位置付け，取引の場
を提供する事業者にカスタマーサービスの一環として実装させ，その事業者から
月額料金を徴収するもの，②は，運営者が自社で利用の場を用意してスポット利
用者を募り，有償で利用させるものである。いずれの場合も，調停人の利用は有
償で，報酬は利用者が負担する。

(4) 我が国の現状のまとめ
我が国のＯＤＲは，諸外国の例と比較すると，特に申立場面を中心に相当に遅れ
をとってしまっているのが現状である。一方で，新型コロナウイルス感染症拡大の
影響もあって，現在，特にウェブ会議システムを利用して手続をオンライン化する
といった部分から，ＯＤＲの実施が急速に進んでいる状況にある。

５

ＯＤＲとＡＩの関係
以下の課題等に関連する部分であるので，ＯＤＲとＡＩ技術等との親和性について

ここで簡単に述べる。
ＯＤＲ，特に調停に限らず，紛争の解決という広い観点で考えた場合のＯＤＲは，
34

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（https://www.smartjudgement.com/）
35
草野芳郎ＡＤＲセンター（http://www.yabukilaw.jp/adr.html）
36
ミドルマン株式会社（https://www.middleman.jp/）
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一般には，少額かつ簡易な紛争の解決に向いていると考えられている。特に ebay の
ような同種の取引が大量に行われる場においては，紛争（問題）も多く発生する。そ
のため，そうした紛争の内容や帰結を蓄積してビッグデータとして処理すれば，その
後の紛争解決に役立てられるのではないかと考えるのも当然の帰結であろう。とはい
え，ビッグデータは，文字通り数が多すぎることから，人間の手で処理することは極
めて困難であった。しかし，ＩＣＴ，特にＡＩの進歩によって，ビッグデータの処理
が容易になってきた。そうした処理ができれば，次は，ある種の紛争が発生したとき
に，過去の同種例の帰結から，今回の紛争の帰結を出すことができるようになる。
ＯＤＲは，オンラインでの紛争解決処理であり，コンピューターを介した手続が行
われる場であることから，データ収集も容易であり，また，そのデータを元にＡＩ技
術を使って処理した結果を運用することも同様に容易となる。そうしたことから，Ｏ
ＤＲとＡＩ技術等とは親和性があると考えられている。

６ ＯＤＲの課題
(1) ＯＤＲに適した紛争類型とＯＤＲのビジネスモデル
1)

ＯＤＲに適した紛争類型とは何か？
ＯＤＲの導入が適するのは少額かつ簡易な紛争であり，反対に大規模な紛争
や論点が多岐にわたる紛争については，少なくとも現時点の技術水準等を前提と
する限りではＯＤＲには適さないというのが大方の一致した考えと思われる。海
外においても，司法型ＯＤＲの主な対象は少額の民事紛争や交通違反切符に対す
る不服申立てといった少額簡易な事件であり，また民間型ＯＤＲにおいても類型
化された少額の紛争を扱うものが多い。そしてこのような紛争が迅速かつ低コス
トで解決できるのであれば，ＯＤＲの利用者にもメリットは大きい。
一方で，従来型の調停をウェブ会議等のオンラインの通信手段を用いて行う
形態であれば，大規模な紛争（金額の大きな紛争）であっても，ＯＤＲを利用し
て解決する意味はあると考えられる。

2)

持続可能かつ適切なビジネスモデルはどういったものか？
ＯＤＲが適しているとされる少額かつ簡易な紛争の解決において，一般にＯ
ＤＲの運営者が大きな収益を得ることは容易でない。そのため現在において存在
感のあるＯＤＲは，ebay 等の大企業の事業のごく一部として行われているよう
な企業プラットフォーム型や，公費で運用される司法型・行政型に限られてい
る。
企業プラットフォーム型は，究極的にはプラットフォーム提供企業が自社に
おける顧客体験の向上のために提供しているといえ，伝統的な中立・公平の紛争
解決機関とはやや性格が異なるともいえる。また紛争解決の過程や結果により得
られた情報を自社サービス向上のために用いるインセンティブがある一方，解決
のためのアルゴリズム等を外部に開示するインセンティブに乏しいともいえる。
また司法型においても，Matterhorn 社，Tyler Technologies 社等の外部サー
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ビスプロバイダーと連携して運用されるものがある 37。これは，外部サービスプ
ロバイダーに蓄積したノウハウや，先端的なテクノロジーを司法が（自社開発す
るよりは）低価格で利用でき，またサービスプロバイダー側も多くの機関に利用
してもらうことにより更に開発を進めることができるというメリットがあるが，
紛争解決という国家の基本的作用に民間会社をどこまで関与させるべきかについ
ては困難な問題がある。
このように，本来的に高い収益を見込みにくい少額紛争の分野において，い
かにして持続可能かつ適切なビジネスモデルを構築できるかは大きな課題であ
る。

(2) ＯＤＲの普及による紛争解決の在り方の変容
1)

ＯＤＲが普及したときに考えられる紛争解決の在り方の変容とは？
ＯＤＲの取組は，その初期には，「オンラインＡＤＲ」，すなわち裁判外紛争
解決手続を，インターネットを通じて行う手法として捉えられていた。例えば，
１９９０年代後半に ebay が始めた前記の取組は，人間の調停人が電子メールで
（オフラインの調停と同様に）当事者とやり取りをするものだった。
しかしアメリカ等における現在のＯＤＲを巡る議論は，オフラインと同様の
調停を前提とした上で，インターネットを通じて対面での調停の非効率性を補う
というものにとどまっていない。現在ではＯＤＲは，次に述べるように，紛争当
事者間のコミュニケーションの性質そのものを変え，当事者が紛争を解決するた
めの新たな可能性を提供するものとして捉えられるようになっている。

2)

ＡＩ等の技術を利用した紛争解決の在り方の変容とは？
一例として，テクノロジーの発展により，最も（数学的に）最適な解決策を
提供する技術が生まれ，これにより紛争解決へのアプローチ自体が変わろうとし
ている 38。
例えば Cybersettle 39というサービスのホームページによれば，同サービスは
各交渉当事者が提出した和解提案をシステムがすぐに比較して全当事者の提示条
件を満たす和解条件の存否を判断する。そのような和解条件が存在しない場合に
は，各当事者に再提案を求め，またかかる和解条件が存在する場合には，各当事
者に和解に進ませる。各当事者の提案内容は，和解成立の時まで相手方に対して
は秘匿される（double-blind と呼ばれる。）。
また Smartsettle は，Cybersettle と同様のサービスを提供するほか，複数当
事者間の和解交渉において，生身の人間では困難な，争点のモデル化，各当事者
の選好に関する情報の管理，解決案の最適化等を，システムを通じて実現すると
している 40。

37

これらのサービスプロバイダー(あるいはその提供する技術）は，紛争解決の（申立人，相手方
及び調停人／仲裁人に次ぐ）「第 4 当事者」(the fourth party)等と呼ばれている。
38
Colin Rule, WHAT WE KNOW AND NEED TO KNOW ABOUT ONLINE DISPUTE RESOLUTION, 67 SCLR
329 (2016)
39
cybersettle（http://www.cybersettle.com/）
40
Smartsettle（https://www.smartsettle.com/）
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ただ，人間が当事者となる紛争解決のプロセスは人間心理と密接に関係して
おり，その解決に当たって関係者間の信頼の醸成や当事者の説得・納得が重要と
なる紛争類型においては，より人間が紛争解決に関与することが望ましいとの指
摘があることにも留意が必要である 41。

(3) ＡＩ技術を利用した紛争解決の妥当性・人の関与がない手続の妥当性と
は？
1)

適正手続のための準則提唱の取組
手続における正義や適正性の確保は，ＯＤＲの最も大きな課題の一つであ
り，２０１７年に公表された「UNICITRAL Technical Notes on Online Dispute
Resolution」においても，「すべてのＯＤＲの手続を支える準則には，公平性，
透明性，デュープロセス及び説明責任が含まれる」とされている 42。
またＩＣＴを用いた紛争解決のための基準策定等を目的とした民間団体であ
る International Council for Online Dispute Resolution（ＩＣＯＤＲ） 43は
ＯＤＲが満たすべき基準として，accessible，accountable，competent，
confidential，equal，fair/impartial/neutral，legal，secure 及び
transparent の９つを提唱している 44。

2)

ＡＩのアルゴリズムの活用と正義
これに関し，人工知能（ＡＩ）のアルゴリズム（問題解決のための手続や思
考方法の意）がＯＤＲの各フェーズ（検討，相談，交渉及びＡＤＲ）において用
いられる場合，それが実体的な正義にかなうものであるかどうかは慎重な検討が
必要と考えられる。
メリーランド大学法科大学院の Robert J. Condlin 教授は，ＯＤＲの支持者
の多くが，ＯＤＲシステムの基礎となるアルゴリズムが個々のケースにおいて正
しい結果を導くための十分な信頼性を有すると考えがちであるとの指摘している
45

。かかるアルゴリズムは，類似のケースにおける紛争解決の結果に関するビッ

グデータのパターンや，個別の紛争における正しい解決結果に関するクラウドソ
ースデータに基づき構築される。
しかし，Condlin 教授は，このような，ビッグデータやクラウドソースデータ
に基づいたアルゴリズムが正義にかなった結果を導くという「ＯＤＲの暗黙の前
提」は，手続的公正や実質的正義に関する主要な政治理論・法理論に基づいたも
のとはいえないと批判する。すなわち，そのようなアルゴリズムは，本質的に特
定の当事者（すなわちＯＤＲの運営者やアルゴリズムの作成者）が独占し，かつ
41

Jean R. Sternlight, POURING A LITTLE PSYCHOLOGICAL COLD WATER ON ONLINE DISPUTE
RESOLUTION, 1 Journal of Dispute Resolution 2020 (2020)
42
Section II. 7 “The principles that underpin any ODR process include fairness,
transparency, due process and accountability”
43
2021 年時点の会長は前述の Ethan Katsh 教授である。
44
International Council for Online Dispute Resolution（ICODR）
（https://icodr.org/standards/）
45
Robert J. Condlin, Online Dispute Resolution: Stinky, Repugnant, or Drab, 18 Cardozo
Journal of Conflict Resolution 717(2017)
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公開されていないものである。一方で，公的な紛争解決システムは，あらゆる人
にとって透明で，公知の実質的な基準と手続規則に基づいていなければならない
とされる 46。
他方これに対してＯＤＲを支持する立場からは，いくつかの異なった反論が
なされている。
一つは，従来の法が，高次の権力が制定し国民がその遵守を強制されるもの
であるのに対し，インターネットの法は，個々のシステム運営者によるいかなる
規制を課すかという判断と，個々のユーザーによるどのコミュニティに参加する
かという判断の集合体としての法であり，個々の主体は一方的に一定の規制の遵
守を強制されるのではなく，個々のコミュニティに属するかどうか（そしてその
結果として当該コミュニティ独自の規制体系に拘束されるかどうか）を自由に選
択できるのであるから，そのような選択をした者に対し自らの選んだ規制を適用
するのは正義にかなうというものである。
またクラウドソースデータに基づき構築されたアルゴリズムを，多数の陪審
員が集合的に判断する陪審制になぞらえて正当化する立場もある 47。
しかしながら，Condlin 教授は，ビッグデータやクラウドソースのデータは，
紛争解決のための有益な提案をしたり，解決策の適切性を検証するための有用な
ベンチマーク（指標ないし基準の意）を提供したりすることができる一方で，こ
れらは法的・政治的な正当性の源泉そのものとはなり得ず，また法に具体化され
た市民の間の合意を反映したものでもないと結論付けている 48。
さらには，特に英米法における先例拘束性の法理との関係での，倫理的な批
判もある。英米法における先例拘束性は法システムにおける重要な法理であると
ころ，この法理は，具体的なケースにおいて実質的妥当性を確保するために先例
から逸脱することを例外的に認めるものである。
ＯＤＲにおいて，過去のデータに基づき構築されたアルゴリズムが，このよ
うな実質的妥当性を図ることができるかが問題になる。のみならず，先例からの
逸脱を認める場合，そのための透明性と予測可能性が必要となる（そのため，従
来の判決文においては，先例から逸脱する場合にはその理由が詳細に判示され
る。）が，これらをＯＤＲのアルゴリズムに求めることが可能かも大きな論点で
あろう 49。
かかる英米法における先例拘束性の法理に関する議論がそのまま我が国に妥
当するわけでは必ずしもないが，ＡＩのアルゴリズムがＯＤＲにおいて用いられ
る場合には，具体的事件における実質的妥当性が図られるか，またＡＩによる判
46

前掲 Condlin
前掲 Condlin。これに対しては，従来の陪審制裁判のような厳格な証拠法制度や反対尋問による
証拠の吟味，陪審員の選定に対する異議申立て等の，陪審員の判断の信頼性を支える制度が ODR
には設けられていないとの批判がある。
48
前掲 Condlin
49
Scott J. Shackelford & Anjanette H. Raymond, Building the Virtual Courthouse: Ethical
Considerations for Design, Implementation, and Regulation in the World of ODR, 2014
Wis. L. Rev. 615 (2014)
47
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断の理由や根拠の透明性や説明可能性等について，我が国においても同様に問題
となり得る。
3)

ＯＤＲの限界と司法との役割分担
以上のような問題もあることから，現状では，ＯＤＲにおける事実認定，法
の適用，和解案の提示といった判断は原則として人間が行い，ＩＴ技術は人間が
判断を行うことをサポートする役割にとどめるべきというのが大方の一致点では
ないかと思われる（また技術的にも機械が人間の判断を代替するには至っていな
いといえる。）。他方で，簡易な紛争を低コストで解決するというＯＤＲの存在意
義からすれば，中長期的には「判断」の全部又は一部を機械が行うようになって
いくものと考えられ，その場合にはより正義や適正手続の観点（あるいは，ＯＤ
Ｒによる効率化やコスト削減，紛争解決制度へのアクセスの容易化と，デュープ
ロセスの要請とのバランスをいかにとっていくか）が重要になってくるものと考
えられる。
そのほか，ＯＤＲで得た個人情報の取扱いがどのようになっているのかが必
ずしも明らかでないとか，オンライン上のプラットフォームで誘導的な行為がな
されたり，人間が有する行動パターンが悪用されたりすることへの懸念も指摘さ
れている。

(4) ＯＤＲ，ＡＩ技術の進展で弁護士の役割はどのようになるか？
多くのＯＤＲサービスは，当事者が自ら問題の解決手段を見つけ，紛争を解決す
ることを支援するシステムとして設計されており，従来型の裁判手続と異なり，代
理人弁護士の存在は必ずしも予定されていないことが多い。
この点アメリカにおいては，司法型のＯＤＲであっても，そのシステムは伝統的
な弁護士の役割と活動を最小化又は不要とするように設計されている
（"lawyerless design"）との指摘もある 50。
これは，もともとＯＤＲが弁護士にとって金銭的に割の合わない紛争において，
当事者に対し紛争解決手段を提供するための制度として導入されたことから，その
設計においても弁護士が積極的に関与してこなかったことが一つの理由とされてい
る。
しかし，ＯＤＲの存在感が増す中で，弁護士が正義の実現において中心的な役割
を果たし続けるためには，弁護士個人及び弁護士会が，プロフェッションとして，
ＯＤＲを裁判所手続に組み込むに当たり建設的な役割を果たす必要があるとも指摘
されている 51。
日本においては，弁護士法７２条との関係において，少なくともＡＤＲフェーズ
においては，弁護士又は認証ＡＤＲ機関でなければ最終的な責任主体として和解あ

50

Noam Ebner & Elayne Greenberg, What Dinosaurs Can Teach Lawyers About How to Avoid

Extinction in the ODR Evolution, ST. JOHN'S SCH. LEGAL STUD. RES. PAPER SERIES (Jan.
17, 2019) (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3317567) 39 頁
51

同上。
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っせんを行うことができないと解するのが一般的な立場と考えられる 52。また相談
フェーズや交渉フェーズにおいても，例えば個別具体的な法律問題に対し法的見解
を教示したり，当事者間交渉において具体的な問題を事案に即して法的に整理した
りしていくといった行為は，弁護士又は認証ＡＤＲ機関でなければできないと解す
るのが一般的ではないかと思われる。
オンラインによる紛争解決は，市民の司法アクセスを向上させ，社会正義を実現
するための有用な仕組みであり，またこれまでに増してテクノロジーが紛争解決に
利用されていくことは半ば不可避と思われる。
我が国においても，ＯＤＲが適切に運営され，またＯＤＲが健全に発展していく
ため，弁護士と弁護士会が積極的な役割を果たしていくことが期待される。

52

ODR 活性化検討会『ODR 活性化に向けた取りまとめ』（2020 年 3 月）参照。
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民事裁判手続のＩＴ化における本人サポートに関する基本方針
２０１９年（令和元年）９月１２日
日本弁護士連合会
第１
１

基本方針
当連合会は，地方裁判所における民事裁判手続のＩＴ化導入に向けて，本人

訴訟でＩＴ技術の利用が困難な当事者本人（以下「本人」という。）に対して，
裁判を受ける権利を実質的に保障して必要な法律サービスを提供することを可
能とするため，ＩＴ面についても必要なサポートを提供する。
２

そのサポートの内容は，裁判所・日本司法支援センター（以下「法テラス」
という。）等の公的機関によるサポート体制の充実度との調整を図り，また各弁
護士会の実情に応じて人的・物的体制等も含めて，ＩＴ化の実施時までに具体
的に検討を進める。

３

民事裁判手続のＩＴ化は，新たな司法システムの構築を目指すものであり，
それに伴い裁判を受ける権利に支障が生じる場合は，国がその責任において支
障を除去することは当然である。当連合会は，市民の権利を擁護する使命に基
づき，地方裁判所における本人訴訟のＩＴ面のサポート（以下「本人サポー
ト」という。）を提供するものであるが，併せて国に十全なサポート体制の構築
や支援を求めるとともに，最高裁判所，法務省，法テラスなど関係機関と緊密
に連携協議していく。

第２
１

基本方針提案の理由
民事裁判手続のＩＴ化
２０１９年（平成３１年）４月１２日，関係行政機関等の連携・協力の下，民

事司法制度改革に向けた喫緊の課題を整理し，その対応を検討するため，「民事
司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議」（以下「連絡会議」という。）が
開催された。ここでは，グローバル化，デジタル化が急速に進展する日本社会に
おいて，これに対応する民事司法制度を見据え，喫緊の課題の一つとして，民事
裁判手続のＩＴ化が取り上げられている。
民事裁判手続のＩＴ化については，本人訴訟について，当事者の裁判を受ける
権利にも十分配慮しつつ，当事者のおかれた立場や訴訟の各進行段階等に応じ，
適切な担い手による充実したＩＴ面のサポート（ＩＴリテラシー支援策）が必要
1
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である 1。
連絡会議の下に設けられている幹事会における有識者ヒアリングにおいても，
本人訴訟のサポート体制の整備として官民の既存の基盤（地方公共団体，法テラ
ス，弁護士会，司法書士会等）の活用と必要な予算の投入の必要性等が指摘され
2

，当連合会の態度決定が迫られている。
他方で，民事裁判手続のＩＴ化に伴う懸念として，ＩＴ面のサポートに便乗す

るなどした非弁活動の増加が指摘されている。
したがって，当連合会は，非弁活動による国民の不利益を防止しつつ，民事裁
判手続のＩＴ化が導入されても，年齢，職業，地域などの当事者の置かれた立場
を踏まえ，本人訴訟でＩＴ技術の利用が困難な当事者本人の裁判を受ける権利が
十分に保障されるよう積極的な取組をする必要がある。
２

本人サポートの必要性
裁判申立てのオンライン化 3の導入については，当事者の裁判を受ける権利を

阻害することがないよう十分な対応が講じられることが不可欠であるところ，こ
れが導入される前提としては，①裁判所による適切なウェブ上の利用システム・
環境の構築や，②適切な担い手による充実したＩＴ面のサポートが必要である。
②の本人サポートについては，本人訴訟でＩＴ技術の利用が困難な者，すなわ
ち現行法の下であれば，手書きの書面を作成し，それを裁判所に持参・郵送で提
出することしかできない者が，ＩＴ化が導入された後においても，少なくとも現
行法と同等程度には適切に裁判を受けられるようなサポート体制の整備が求めら
れている 4。
1

裁判手続等のＩＴ化検討会「裁判手続等のＩＴ化に向けた取りまとめ―『３つのｅ』の実現に
向けて―」（平成３０年３月３０日）１６頁。
2 内閣官房「民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議」ウェブサイト（幹事会）第２
回会合令和元年６月２５日配布資料２等。
3 オンライン申立ての一本化については，商事法務研究会の民事裁判手続等ＩＴ化研究会におい
て検討されており，未だ具体的方向性が固まっているわけではない。また，オンライン申立ての
ための民事訴訟法改正が成立するのは２０２２年（令和４年）頃であり，必要なシステムが構築
されて実際に運用が開始するのは，早くて２０２４年（令和６年）頃と見込まれる。以下におい
ては，オンライン申立てや書面による申立てが併存する場合においての本人サポートの必要性も
含めて検討するものである。
4 商事法務研究会「民事裁判手続等ＩＴ化研究会」資料２，第１総論１「オンライン申立ての一
本化について」など同研究会の資料９－１では，資料２における体制整備の必要性に関する説明
は維持されたまま，オンライン申立ての一本化について，甲案（オンライン申立ての一本化），
乙案（本人訴訟には例外を認める案），丙案（書面併用型）の３案が示されている。このうち，
甲案とする場合は，手厚いサポート体制が不可欠であり，丙案としても，必要最小限度のサポー
ト体制が必要とされ，いずれの案でもサポート体制が不要ということにはならない。
2
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３

本人サポートの内容と支援体制
地方裁判所における本人サポートには，連絡会議において，①ＩＴ機器の提供

や利用方法の教示などの純粋な電子化支援サービス（ＩＴリテラシー支援策）で
ある形式サポートと，②①に加え法的助言などを伴う法律サービスとセットとな
ったサポート業務（実質サポート）があると指摘されている 5。
①の形式サポートについては，例えば本人が作成した紙の訴状をＰＤＦ化して
オンラインで裁判所に提出することが想定されるが，かかる本人サポートについ
ては，裁判手続に特化することなく，多数のアクセスポイントがあり費用も低廉
な民間サービス（コピーセンターや，コンビニエンスストアなど）で相当の機能
を担うことが可能である。もっとも，純粋に形式サポートに限定されない場合に
は，非弁の問題が生じる 6。
この点については，司法機関としての中立性を前提としつつ，従来の裁判所に
おける窓口相談（手続教示）に準じた，裁判所における必要な形式サポートの実
施が十分に検討されるべきである。
さらに，刑事施設被収容者などについては，刑務所などの公的機関による形式
サポートが必要になる。
これに対して，②の法的助言などを伴う法律サービスとセットになったサポー
ト業務（実質サポート）は，弁護士のみがなしうることであり，弁護士又は弁護
士会が担う必要がある。
以上の形式サポート及び実質サポートのいずれについても，資力の乏しい本人
には，法テラスによる十分な情報提供と相談対応が不可欠である。また，本人サ
ポートに限っては，代理援助を基本とする法テラスの既存の枠を超えて，法テラ
スが本人に対してより幅広いＩＴ支援を可能とする枠組みやＩＴ機器の整備等が
十分に検討されるべきである。
４

弁護士・弁護士会において検討を要する本人サポートの内容
民事裁判手続のＩＴ化は，新たな司法システムの構築を目指すものであり，そ

れに伴い，裁判を受ける権利に支障が生じる場合は，国がその責任において支障
を除去することは当然であるから，国に対し，十分なサポート体制の構築や必要
な支援を求めるとともに，最高裁判所，法務省，法テラスなど関係機関と緊密に
5

簡易裁判所に関しても同様の本人サポートが問題となるが，民事裁判手続等ＩＴ化研究会では
地方裁判所の手続を前提とした検討がなされており，簡易裁判所における本人サポートについて
は簡易裁判所におけるＩＴ化の内容が明らかになった時点で改めて検討する。
6 したがって，その旨の十分な周知とともに，罰則など適切な予防手当てが必要になる。
3
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連携協議していく。
その一方で，当連合会は，前記２のとおり，民事訴訟手続のＩＴ化導入の前提
として，年齢や職業，地域的特性にも配慮した上で国民の裁判を受ける権利が阻
害されることのないよう十分な対策を講じるべきであるし，司法アクセスの充実
や非弁活動の防止の点からも，この段階で基本方針を明らかにすることが必要で
あると考える。
本人サポートについて，弁護士又は弁護士会によるサポートの具体的な内容は，
ＩＴ化に伴う法制度の見直しの方向性が明確になった段階で公的機関によるサポ
ート体制の充実度との調整を図りつつ改めて検討すべきことであるが，以下の内
容が，例として想定される。
(1) 弁護士によるサポート
弁護士会に相談に来た本人に対し，弁護士会にあらかじめ届け出た弁護士を
紹介し，同弁護士は，自らの事務所において，必要に応じて対価を得て 7，民
事裁判遂行に必要な本人サポートを実施するとともに，本人の依頼に応じ，法
的助言などの法律サービス（事件の受任を含む）の提供を行う。
(2) 弁護士会によるサポート
弁護士会は，(1)の弁護士紹介サービスのほか，各弁護士会の実情に応じて
会内施設に，民事裁判手続のＩＴ化に対応した機器を設置するなどしてサポー
トする。なお，裁判所の協力を得て裁判所のスペースを使用して実施すること
も考えられる。また，弁護士又は弁護士会による本人サポートが適切に機能す
るためには，本人がいったんアクセスした裁判所窓口・各種の相談機関等から
弁護士会等に適切につなぐための連携枠組みを十分に確保する必要がある。
(3) 当連合会のサポート支援
(2)のサービスの提供を可能とするために，当連合会が弁護士会に対して相
応の援助を行うことが必要となる。
以上

7

実費のほか一定額の手数料が考えられる。現行法における本人訴訟でも紙の印刷代，副本のコ
ピー代その他の実費が必要となる。
4
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民事訴訟法（ＩＴ化関係）等の改正に関する中間試案

第１ 総論
１ インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合
訴えの提起等裁判所に対する申立て等のうち書面等をもってするものと
されているものについて，電子情報処理組織を用いてすることができるも
のとした上で，電子情報処理組織を用いてしなければならない場合につい
て，次のいずれかの案によるものとする。
【甲案】
申立てその他の申述（証拠となるべきものの写しの提出を含む。以下「申
立て等」という。）のうち書面等（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，
副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情
報が記載された紙その他の有体物をいう。以下本項において同じ。）をもっ
てするものとされているものについては，電子情報処理組織（裁判所の使
用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申立て等をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
いう。以下同じ。）を用いてしなければならない。ただし，委任を受けた訴
訟代理人（民事訴訟法（以下「法」という。）第５４条第１項ただし書に規
定する訴訟代理人を除く。以下本項において同じ。）以外の者にあっては，
電子情報処理組織を用いてすることができないやむを得ない事情があると
認めるときは，この限りでない。
【乙案】
申立て等のうち書面等をもってするものとされているものについては，
委任を受けた訴訟代理人があるときは，電子情報処理組織を用いてしなけ
ればならない。
【丙案】
電子情報処理組織を用いてしなければならない場合を設けない（電子情
報処理組織を用いてする申立て等と書面等による申立て等とを任意に選択
することができる。）。
（注１）甲案から丙案までのいずれかの案によるものとする考え方に加えて，国民に
おけるＩＴの浸透度，本人サポートの充実度，更には裁判所のシステムの利用環
境等の事情を考慮して，国民の司法アクセスが後退しないことを条件として甲案
を実現することを目指しつつ，まずは，法第１３２条の１０の最高裁判所規則を
定めて利用者がインターネットを用いた申立て等と書面等による申立て等を任意
に選択することができることとすることにより，丙案の内容を実質的に実現した
上で，その後段階的に（乙案を経て）甲案を実現するものとする考え方がある。
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（注２）乙案において訴訟代理人がない場合の当事者や丙案において当事者及び訴訟
代理人が一旦インターネットを用いてする申立て等によったとき
（丙案において，
インターネットを用いてする申立て等をした訴訟代理人が辞任し，又は解任され
た等訴訟代理人がないこととなった場合であって，当事者が通知アドレス（本文
第３の１⑴）の届出をしていなかったときを除く。
）は，その事件が完結するま
ではインターネットを用いてする申立て等によらなければならないものとする。
（注３）甲案において，当事者本人から訴状が書面等によって提出されたときの書面
等の取扱いについて，訴状審査権に類する審査権を創設し，一旦受付をした上

で，書面等を用いる申立て等をすることができる例外に当たるかどうかの判
断，すなわち方式の遵守の有無に関する審査をし，方式違反の場合には補正
の機会を与えるものとする。
また，甲案及び乙案において，訴訟代理人から訴状が書面等によって提出
されたときは，直ちに却下することができるものとするとの考え方と，当事
者本人から訴状が書面等によって提出されたときと同様に一旦受付をした上
で，インターネットを用いてする申立て等による補正の機会を与えるものと
する考え方がある。
さらに，本人及び訴訟代理人から提出された答弁書についても同様に方式
の遵守の有無に関する審査の制度を創設して審査をするものとする考え方が
ある。
（注４）
（注３）で本人及び訴訟代理人から訴状が書面等によって提出されたとき
に一旦受付をすることとする考え方を採った場合や裁判所のシステムの故障
の間に訴状が書面等によって提出されたときに一旦受付をすることとする考
え方を採った場合において，書面等で提出された訴状についてインターネッ
トを用いてする申立て等による補正がされたときは，書面等で提出された訴
状の提出を基準として時効の完成猶予効を認めるものとする。
また，そのような考え方を採った上で，さらに，期間の満了の時に当たり，
裁判所のシステムの故障により裁判上の請求（民法（明治２９年法律第８９
号）第１４７条第１項第１号），支払督促（同項第２号）及び法第２７５条第
１項の和解（民法第１４７条第１項第３号）に係る手続を行うことができな
いとき（天災その他避けることのできない事変によりこれらの手続を行うこ
とができないときを除く。）は，その事由が消滅した時から１週間を経過する
までの間は，時効は，完成しない旨の規定を設けるものとする考え方がある。
（注５）甲案及び乙案に記載の訴訟代理人について，委任を受けた訴訟代理人に
加えて法令上の訴訟代理人を含むかどうかについては引き続き検討するもの
とする。
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２ インターネットを用いて裁判所のシステムにアップロードすることがで
きる電磁的記録に係るファイル形式
電子情報処理組織を用いて裁判所の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録する電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚
によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に係るファ
イル形式について，次のような規律を設けるものとする。
⑴ 電子情報処理組織を用いて裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録することができる電磁的記録に係るファイル形式は，
解読方法が標準化されているものとする。
⑵ 裁判所は，必要と認める場合において，当事者が電子情報処理組織を
用いて裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録した
ものに係るファイル形式と異なる他のファイル形式の電磁的記録を有し
ているときは，その者に対し，当該他のファイル形式の電磁的記録を提
供することを求めることができる。
（注１）当事者又はその代理人が身体の障害により相手方が提出した電磁的記録を読
み取ることができない場合であって，当該電磁的記録を提出した者が音声情報に
変換可能な情報を有する電磁的記録を提出することができるときは，裁判所は，
当事者の申立てにより，当該電磁的記録を提出した者に対し，音声情報に変換可
能な情報を有する電磁的記録を提供することを求めることができるとの規律を設
けるものとする考え方がある。
（注２）容量の大きな電磁的記録の提出や，証拠となるべきものの写しに係るファイ
ル形式が本文⑴に規定するものに該当しない場合の提出に関する規律について，
引き続き検討するものとする。


３ 訴訟記録の電子化
⑴ 訴訟記録は裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記
録されたものによるものとする。
⑵ 書面で提出されたものを裁判所の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録することについて，次のような規律を設けるものとする。
ア 裁判所は，書面で提出された訴状及び準備書面並びに証拠となるべ
きものの写しについて，裁判所の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録する。
イ 裁判所は，書面で提出されたアのものを【アによりファイルに記録
された日からその後の最初の期日が終了するまでの間】
【アによりファ
イルに記録した旨の通知の日から一定期間（例えば２週間）】保管しな
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ければならない。
（注１）書面を提出した者は，その書面が裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに正確に記録されていない場合には，再度，裁判所に対して同ファイ
ルに記録することを求めることができるものとする。
（注２）本文１における甲案，乙案及び丙案のいずれの場合においても，裁判所に書
面を用いた申立て等をする当事者からは，
当事者が提出した書面を電子化し訴訟
記録の一部とする役務の対価として，手数料を徴収することについても，引き続
き検討するものとする。



第２ 訴えの提起，準備書面の提出
電子情報処理組織を用いてする訴えの提起及び準備書面の提出は，最高
裁判所規則で定めるところにより，裁判所の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに電子訴状及び電子準備書面を記録する方法によりするも
のとする。
（注１）インターネットを用いて訴えの提起及び準備書面の提出をする者の本人確認
に関する規律の在り方について，引き続き検討するものとする。
（注２）濫用的な訴えの提起を防止するための方策として，訴訟救助の申立ての有無
にかかわらず，訴えを提起する際には，一律に，例えば数百円程度のデポジット
を支払わなければならないという規律を設けることや，訴え提起手数料を納付す
べきであるのに一定期間を経過しても一切納付されない場合には，納付命令を経
ることなく命令により訴状を却下しなければならず，この命令に対しては即時抗
告をすることができないという規律を設けることについて，引き続き検討するも
のとする。


第３ 送達
１ システム送達
電子情報処理組織を利用した送達方法（以下「システム送達」という。）
について，次のような規律を設けるものとする。
⑴ 当事者，法定代理人又は訴訟代理人（以下本項，第４の２及び第１２
の４において「当事者等」という。）は，最高裁判所規則で定めるところ
により，次に掲げる事項（以下「通知アドレス」という。）の届出をする
ことができる。
ア 電子メールアドレス（電子メール（特定の者に対し通信文その他の
情報をその使用する電子計算機の映像面に表示されるようにすること
により伝達するための電気通信（有線，無線その他の電磁的方式によ
り，符号，音又は影像を送り，伝え，又は受けることをいう。イにお
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いて同じ。）であって，最高裁判所規則で定める通信方式を用いるもの
をいう。）の利用者を識別するための文字，番号，記号その他の符号を
いう。）
イ アに掲げるもののほか，その受信をする者を特定して情報を伝達す
るために用いられる電気通信の利用者を識別するための文字，番号，
記号その他の符号であって，最高裁判所規則で定めるもの
⑵ 通知アドレスの届出をした当事者等に対する送達は，法第９９条及び
法第１０１条の規定にかかわらず，裁判所の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに送達すべき電子書類を記録し，通知アドレスの届出
をした当事者等が電子情報処理組織を用いてその電子書類の閲覧及び複
製をすることができる状態に置き，通知アドレスの届出をした当事者等
の通知アドレスにその旨を通知してする。
⑶ ⑵による送達は，通知アドレスの届出をした当事者等が電子情報処理
組織を用いて送達すべき電子書類の閲覧又は複製をした時（通知アドレ
スの届出をした当事者等が二以上あるときは，最初に送達すべき電子書
類の閲覧又は複製をした者に係る閲覧又は複製の時）にその効力を生ず
る。
⑷ 通知アドレスの届出をした当事者等が⑵の通知が発出された日から１
週間を経過する日までに送達すべき電子書類の閲覧又は複製をしないと
きは，その日が経過した時にその電子書類の閲覧をしたものとみなす。
（注１）システム送達により訴状を送達することができる場面を拡大するためにどの
ような方策を講ずるべきかについては，実務の運用に委ねることとし，特段の規
律を設けないものとする考え方がある。
（注２）裁判所のシステムを通じて提出された送達すべき電子書類を通知アドレスの
届出をしていない当事者等に送達する場合の取扱いについては，提出当事者が当
該電子書類の出力を行って裁判所に提出した書面によってするものとする考え方
と，裁判所が自ら書面への出力を行った上でこれを送達するものとする考え方と
がある。また，提出当事者において，送達に用いる書面につき，①自ら出力した
書面を用いるか，②一定の手数料を納付することにより裁判所が出力した書面を
用いるかを選択することができるものとする考え方がある。
（注３）送達すべき電子書類の閲覧又は複製をしない場合に関する特則（本文⑷）を
設ける場合に，送達を受けるべき者がその責めに帰すべき事由以外の事由により
通知を受領することができず，又は送達すべき電子書類の閲覧又は複製をするこ
とができなかったときの取扱いについては，引き続き検討するものとする。
（注４）当事者本人及びその訴訟代理人の双方が通知アドレスの届出をしている場合
など，通知アドレスの届出をしている者が複数いる場合に，当事者等がその一部
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を送達を受けるべき者とする旨の届出をすることを認め，そのような届出があっ
たときには，当該届出のあった者以外の当事者等について，システム送達の名宛
人としないものとする考え方と，このような届出をすることを認めない考え方と
がある。


２ 公示送達
法第１１１条を次のように改めるものとする。
⑴ 公示送達は，電磁的方法により不特定多数の者が公示すべき内容であ
る情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって最高裁判所
規則で定めるものをとる方法によりする。
⑵ ⑴における公示すべき内容は，裁判所書記官が送達すべき電子書類を
裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し，いつで
も電子情報処理組織を用いて送達を受けるべき者に閲覧又は複製をさせ，
又は送達を受けるべき者にその内容を出力した書面を交付すべきことと
する。


第４ 送付
１ 当事者の相手方に対する直接の送付
当事者の相手方に対する直接の送付は，次に掲げる方法によることがで
きるものとする。ただし，通知アドレスの届出をした相手方に対する直接
の送付は，次に掲げる方法のうち⑴によるものとする。
⑴ 裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに送付すべき電
子書類を記録し，通知アドレスの届出をした相手方が電子情報処理組織
を用いてその電子書類の閲覧又は複製をすることができる状態に置き，
当該相手方の通知アドレスにその旨を自動的に通知してする方法（通知
アドレスの届出をした相手方に対するものに限る。）
⑵ 送付すべき書類の写し又は送付すべき電子書類に記録された情報の内
容を出力した書面の交付


２ 裁判所の当事者等に対する送付
裁判所の当事者等に対する送付は，次に掲げる方法によることができる
ものとする。ただし，通知アドレスの届出をした当事者等に対する送付は，
次に掲げる方法のうち⑴によるものとする。
⑴ システム送達（通知アドレスの届出をした当事者等に対するものに限
る。）
⑵ 送付すべき書類の写し又は送付すべき電子書類に記録された情報の内
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容を出力した書面の交付
（注）当事者が裁判所のシステムを通じて提出した送付すべき電子書類を通知アドレ
スの届出をしていない相手方に送付する場合の取扱いについては，提出当事者が
直接の送付をするものとする考え方と，裁判所の送付によるものとする考え方が
あり，そのうち裁判所の送付によるものとする考え方を採る場合の取扱いについ
ては，提出当事者が当該電子書類の出力を行って裁判所に提出した書面によって
するものとする考え方と，裁判所が自ら書面への出力を行った上でこれを送付す
るものとする考え方とがある。また，提出当事者において，裁判所の送付に用い
る書面につき，①当事者自ら出力した書面を用いるか，②一定の手数料を納付す
ることにより裁判所が出力した書面を用いるかを選択することができるものとす
る考え方がある。


３ 相手方が在廷していない口頭弁論において主張することができる事実
相手方が在廷していない口頭弁論において，準備書面（相手方がその準
備書面の閲覧又は複製をしたもの）に記載した事実を主張することができ
るものとする。
（注）本文の規律に加えて，相手方が在廷していない口頭弁論において，準備書面（本
文１⑴の通知が発出された日から一定の期間を経過したもの）に記載した事実を
主張することができるものとする考え方がある。



第５ 口頭弁論
１ ウェブ会議等を用いて行う口頭弁論の期日における手続
裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判所規
則で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信に
より相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によっ
て，口頭弁論の期日における手続を行うことができるものとする。その期
日に出頭しないでその手続に関与した当事者は，その期日に出頭したもの
とみなすものとする。
（注）ウェブ会議等を用いて出頭する者の本人確認及び所在すべき場所並びにその者
に対する不当な影響の排除に関する規律の在り方について，引き続き検討するも
のとする。


２ 無断での写真の撮影等の禁止
裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に
認識しながら通話をすることができる方法により手続を行う期日又は裁判
所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方
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法により手続を行う期日において，裁判長がその期日における手続を行う
ために在席する場所以外の場所にいる者が，裁判長の許可を得ないで，そ
の送受信された映像又は音声について，写真の撮影，録音，録画，放送そ
の他これらと同様に事物の影像又は音を複製し，又は複製を伴うことなく
伝達する行為をしたときの制裁を設けるものとする。


３ 口頭弁論の公開に関する規律の維持
口頭弁論の公開は，現実の法廷において行うものとし，裁判所がインタ
ーネット中継等によって行うことを許容したり禁止したりする規律は設け
ないものとする。

４ 準備書面等の提出の促し
裁判長は，法第１６２条の規定により定めた期間を経過しても，同条の
規定により定めた特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は
特定の事項に関する証拠の申出がされないときは，裁判所書記官に，その
準備書面の提出又は証拠の申出の促しをさせることができるものとする。

（注）本文の規律に加えて，提出期間を経過しても準備書面が提出されない場合に，
提出が遅延している理由を説明しなければならないものとする考え方，裁判所が
その提出を命ずることができるものとする考え方及び正当な理由なくその命令に
違反した場合に，法第１５７条の２と同様の制裁を設けるものとする考え方があ
る。


第６ 新たな訴訟手続
民事裁判手続のＩＴ化を契機として，裁判が公正かつ適正で充実した手
続の下でより迅速に行われるようにするため，訴訟手続の特則として新た
な訴訟手続の規律を設けることについて，新たな訴訟手続の規律を設ける
ものとする甲案若しくは乙案（ただし，甲案及び乙案はいずれも排斥し合
うものではなく，例えば，甲案及び乙案を併存させ，又はいずれか一方の
規律に他方の一部を導入することもあり得る。）又は規律を設けないものと
する丙案のいずれかの案によるものとする。
【甲案】
１ 地方裁判所においては，通知アドレスの届出をした原告は，新たな訴
訟手続による審理及び裁判を求めることができる。
２ 新たな訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申述は，第１回の口
頭弁論の期日（第１回の口頭弁論の期日の前に弁論準備手続に付する決
定をした場合にあっては，第１回の弁論準備手続の期日。以下本項にお
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いて同じ。）の終了時までにしなければならない。
３ 新たな訴訟手続においては，特別の事情がある場合を除き，第１回の
口頭弁論の期日から６月以内に審理を終結しなければならない。
４ 証拠調べは，即時に取り調べることができる証拠に限りすることがで
きる。
５⑴ 被告は，第１回の口頭弁論の期日の終了時まで，訴訟を通常の手続
に移行させる旨の申述をすることができる。
⑵ 訴訟は，⑴の申述があった時に，通常の手続に移行する。
６⑴ 次に掲げる場合には，裁判所は，訴訟を通常の手続により審理及び
裁判をする旨の決定をしなければならない。この決定に対しては，不
服を申し立てることができない。
ア 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期
日の呼出しをすることができないとき。
イ 被告が第１回の口頭弁論の期日の終了後【１０】日以内に通知ア
ドレスの届出をしていないとき。
ウ 新たな訴訟手続により審理及び裁判をするのを相当でないと認め
るとき。
⑵ 訴訟が通常の手続に移行したときは，新たな訴訟手続のため既に指
定した期日は，通常の手続のために指定したものとみなす。
７⑴ 新たな訴訟手続の終局判決に対しては，控訴をすることができない。
⑵ 新たな訴訟手続の終局判決に対しては，判決書の送達を受けた日か
ら２週間の不変期間内に，その判決をした裁判所に異議を申し立てる
ことができる。ただし，その期間前に申し立てた異議の効力を妨げな
い。
⑶ 法第３５８条から法第３６０条までの規定は，⑵の異議について準
用する。
⑷ 適法な異議があったときは，訴訟は，口頭弁論の終結前の程度に復
する。この場合においては，通常の手続により審理及び裁判をする。
【乙案】
１ 地方裁判所においては，通知アドレスの届出をした当事者は，共同の
申立てにより，新たな訴訟手続による審理及び裁判を求めることができ
る。
２ １の共同の申立ては，第１回の口頭弁論の期日の終了時までにしなけ
ればならない。
３⑴ 裁判所は，１の共同の申立てがあったときは，答弁書の提出後速や
かに当事者双方と審理の計画について協議をするための日時を指定し，
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その協議の結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
⑵ ⑴の審理の計画においては，次に掲げる事項を定めなければならな
い。
ア 争点及び証拠の整理を行う期間
イ 証人及び当事者本人の尋問を行う時期
ウ 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
⑶ ⑴の審理の計画においては，⑵アからウまでに掲げる事項のほか，
特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の
訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
⑷ 裁判所は，⑴の審理の計画を定めるに当たり審理の計画を定めた日
から審理の終結までの期間を６月以内とするものとし，⑵アからウま
でに掲げる事項について次のとおり定めるものとする。
ア 争点及び証拠の整理を行う期間 審理の計画を定めた日から５月
以内の期間
イ 証人及び当事者本人の尋問を行う時期 争点及び証拠の整理の期
間が終了する日から１月以内の時期
ウ 口頭弁論の終結の予定時期 最後に証人又は当事者本人の尋問を
行う日（証人及び当事者本人の尋問を行わないものとするときは，
争点及び証拠の整理の期間が終了する日から１月以内の日）
エ 判決の言渡しの予定時期 口頭弁論の終結の日から１月以内の時
期
⑸ 裁判所は，審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を
考慮して必要があると認めるときは，当事者双方と協議をし，その結
果を踏まえて⑴の審理の計画を変更することができる。
４⑴ 次に掲げる場合には，裁判所は，訴訟を通常の手続により審理及び
裁判をする旨の決定をしなければならない。この決定に対しては，不
服を申し立てることができない。
ア 当事者のいずれかから通常の手続に移行させる旨の申述がされた
とき。
イ 新たな訴訟手続により審理及び裁判をするのを相当でないと認め
るとき。
⑵ 訴訟が通常の手続に移行したときは，新たな訴訟手続のため既に指
定した期日は，通常の手続のために指定したものとみなす。
【丙案】
新たな訴訟手続に関する規律を設けない。
（注１）次に掲げる紛争に係る事件について，甲案及び乙案のいずれにおいても対象
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から除外するものとする考え方，甲案においては対象から除外するものとする考
え方がある。
ア 消費者（消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に規定する
消費者をいう。
）と事業者（同条第２項に規定する事業者をいう。
）の間の民事
上の紛争
イ 個別労働関係紛争（個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成１
３年法律第１１２号）第１条に規定する個別労働関係紛争をいう。）
（注２）甲案においては，被告も第１回の口頭弁論の期日までに新たな訴訟手続によ
る審理及び裁判を求める旨の申述をすることができ，原告が第１回の口頭弁論の
期日の終了時までに訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる
ものとする考え方がある。
（注３）乙案においては，新たな訴訟手続による審理及び裁判を求める共同の申立て
は，第１回の口頭弁論の期日の終了後であっても（例えば，争点整理手続が終了
するまでの間）することができるものとする考え方がある。
（注４）乙案においては，本文３⑷の期間・時期について，「６月」等と法定するこ
となく，当事者の協議によって柔軟に定めることができるものとする考え方があ
る。
（注５）甲案及び乙案のいずれにおいても訴訟代理人が選任されていることを必要的
とするものとする考え方，甲案及び乙案のいずれにおいても訴訟代理人が選任さ
れていることを必要的とせずいわゆる本人訴訟でも利用することができるものと
する考え方，甲案においては訴訟代理人が選任されていることを必要的とするも
のとする考え方がある。
（注６）乙案においては，通常の手続への移行の規律を設けないものとする考え方が
ある。



第７ 争点整理手続等
（前注）
「１ 弁論準備手続」から「３ 準備的口頭弁論」までは，民事裁判手続のＩＴ
化に伴い，現行法における争点整理手続に関する規律の見直しを検討するものであ
るが，争点整理手続については，このほかに，三種類の争点整理手続を置く現行法
の規律を見直し，これを一つの手続に統合することの可否という論点がある。第７
では，後者の論点については「４ 争点整理手続の在り方」で一括して取り扱うこ
ととし，
「１ 弁論準備手続」から「３ 準備的口頭弁論」までにおいては，三種類
の争点整理手続を置く現行法の規律を維持することをひとまずの前提としている。

１ 弁論準備手続
法第１７０条第３項を次のように改めるものとする。
裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判所規
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則で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同
時に通話をすることができる方法によって，弁論準備手続の期日における
手続を行うことができる（同項ただし書は削除する。）。
（注）本文とは別に，法第１７０条第２項の規律を見直し，弁論準備手続の期日にお
いて，調査嘱託の結果，尋問に代わる書面，鑑定人の意見を記載した書面及び鑑
定嘱託の結果を顕出することができるものとする考え方がある。


２ 書面による準備手続
⑴ 法第１７５条を次のように改めるものとする。
裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，事件を書面
による準備手続（当事者の出頭（第５の１及び法第１７０条第４項の規
定により出頭したものとみなされる場合を含む。）
なしに準備書面の提出
等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。）に付するこ
とができる。
⑵ 法第１７６条第１項を削除した上で，受命裁判官に関する規律として
新たに次のような規律を設けるものとする。
ア 裁判所は，受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができ
る。ただし，判事補のみが受命裁判官となることはできない。
イ 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には，法第１７６条の
規定（アを除く。）による裁判所及び裁判長の職務は，その裁判官が行
う。ただし，同条第４項において準用する法第１５０条の規定による
異議についての裁判は，受訴裁判所がする。
⑶ 法第１７６条第２項を次のように改めるものとする。
裁判長は，法第１６２条に規定する期間を定めなければならない。
⑷ 書面による準備手続における協議（法第１７６条第３項）について，
次のいずれかの案によるものとする。
【甲案】
同項を削除する。
【乙案】
裁判所は，必要があると認めるときは，最高裁判所規則で定めるとこ
ろにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をす
ることができる方法によって，争点及び証拠の整理に関する事項その他
口頭弁論の準備のため必要な事項について，当事者双方と協議をするこ
とができる。この場合においては，協議の結果を裁判所書記官に記録さ
せることができる。
⑸ 法第１７６条第４項を次のように改めるものとする（法第１４９条第
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２項を準用の対象から除外する現行法の規律を改める。）。
法第１４９条〈釈明権〉，法第１５０条〈訴訟指揮等に対する異議〉及
び法第１６５条第２項〈要約書面の提出〉の規定は，書面による準備手
続について準用する。

３ 準備的口頭弁論
準備的口頭弁論については，現行法の規律を維持するものとする。

４ 争点整理手続の在り方
争点整理手続として，準備的口頭弁論，弁論準備手続及び書面による準
備手続の三種類の手続を置く現行法の枠組みを見直し，これを一つの争点
整理手続に統合することについて，次のいずれかの案によるものとする。

【甲案】
現行法における三種類の争点整理手続を一種類の争点整理手続（新たな
争点整理手続）に統合することとし，次のような規律を設けるものとする。
⑴ 新たな争点整理手続の開始
裁判所は，争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは，
当事者の意見を聴いて，事件を新たな争点整理手続に付することができ
る。
⑵ 新たな争点整理手続の期日
ア 新たな争点整理手続は，当事者双方が立ち会うことができる期日に
おいて行う。ただし，裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見
を聴いて，期日を指定せずにこれを行うことができる。
イ 裁判所は，新たな争点整理手続を公開し，又はア本文の期日におい
て，相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし，当事者が申
し出た者については，手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認
める場合を除き，その傍聴を許さなければならない。
【ウ 裁判所は，必要があると認めるときは，当事者の意見を聴いて，争
点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事
項について，新たな争点整理手続の期日外において，当事者双方と協
議をすることができる。この場合においては，協議の結果を裁判所書
記官に記録させることができる。】
⑶ 音声の送受信による通話の方法による新たな争点整理手続
ア 裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判
所規則で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信
により同時に通話をすることができる方法によって，新たな争点整理
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手続の期日における手続【又は⑵ウの協議】を行うことができる。
イ アの期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は，その期日に
出頭したものとみなす。
⑷ 新たな争点整理手続における訴訟行為等
ア 裁判所は，当事者に準備書面を提出させることができる。
イ 裁判所は，新たな争点整理手続の期日において，証拠の申出に関す
る裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び
文書（法第２３１条に規定する物件を含む。）の証拠調べをすること
ができる。
ウ 法第１４８条から法第１５１条まで
〈裁判長の訴訟指揮権・釈明権，
これらに対する異議，釈明処分〉，法第１５２条第１項〈口頭弁論の
分離・併合〉，法第１５３条から法第１５９条まで〈口頭弁論の再開，
通訳，弁論能力を欠く者に対する措置，攻撃防御方法の提出時期・提
出期間とその却下，陳述の擬制，自白の擬制〉及び法第１６２条〈準
備書面の提出期間〉の規定は，新たな争点整理手続について準用する。
⑸ 受命裁判官による新たな争点整理手続
ア 裁判所は，受命裁判官に新たな争点整理手続を行わせることができ
る。
イ 新たな争点整理手続を受命裁判官が行う場合には，⑵から⑷までの
裁判所及び裁判長の職務（⑷イの裁判を除く。）は，その裁判官が行
う。ただし，⑷ウにおいて準用する法第１５０条の規定による異議に
ついての裁判及び法第１５７条の２の規定による却下についての裁判
は，受訴裁判所がする。
ウ 新たな争点整理手続を行う受命裁判官は，法第１８６条の規定によ
る調査の嘱託，鑑定の嘱託，文書（法第２３１条に規定する物件を含
む。）を提出してする書証の申出及び文書（法第２２９条第２項及び
法第２３１条に規定する物件を含む。）の送付の嘱託についての裁判
をすることができる。
⑹ 証明すべき事実の確認
ア 裁判所は，新たな争点整理手続を終結するに当たり，その後の証拠
調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。た
だし，新たな争点整理手続の全てを期日を指定せずに行った場合には，
裁判所は，新たな争点整理手続の終結後の口頭弁論の期日において，
その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認する
ものとする。
イ 裁判長は，相当と認めるときは，新たな争点整理手続を終結するに
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当たり，当事者に新たな争点整理手続における争点及び証拠の整理の
結果を要約した書面を提出させることができる。
⑺ 当事者の不出頭等による終結
当事者が期日に出頭せず，又は法第１６２条の規定により定められた
期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは，裁判所は，
新たな争点整理手続を終結することができる。
⑻ 新たな争点整理手続に付する裁判の取消し
裁判所は，相当と認めるときは，申立てにより又は職権で，新たな争
点整理手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし，当事者双方
の申立てがあるときは，これを取り消さなければならない。
⑼ 新たな争点整理手続の結果の陳述
当事者は，口頭弁論において，新たな争点整理手続の結果を陳述しな
ければならない。ただし，新たな争点整理手続の全てを期日を指定せず
に行った場合は，この限りでない。
⑽ 新たな争点整理手続終結後の攻撃防御方法の提出
ア 新たな争点整理手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事
者は，相手方の求めがあるときは，相手方に対し，新たな争点整理手
続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなけれ
ばならない。
イ アの規定は，新たな争点整理手続の全てを期日を指定せずに行った
場合には適用しない。この場合において，新たな争点整理手続の終結
後の口頭弁論の期日において，⑹イの書面に記載した事項の陳述がさ
れ，又は⑹アの規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提
出した当事者は，相手方の求めがあるときは，相手方に対し，その陳
述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなけ
ればならない。
【乙案】
三種類の争点整理手続を置く現行法の規律を維持した上で，１及び２に
掲げるほかは，その規律について変更を加えないものとする。
（注）甲案を基礎としつつ，新たな争点整理手続において証人尋問等を行うことがで
きるものとする考え方や，乙案を基礎としつつ，弁論準備手続に関する現行法の
規律について必要な見直しを行うものとする考え方がある。


５ 進行協議
進行協議の期日における手続について，次のような規律を設けるものと
する。
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⑴ 裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，裁判所及び
当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法に
よって，進行協議の期日における手続を行うことができる（当事者が遠
隔地に居住している場合等に限らず，裁判所が相当と認める場合に幅広
く電話会議等によることを可能とするとともに，当事者の一方のみなら
ず，双方ともに電話会議等により期日に関与することを認める。）。
⑵ 電話会議等により進行協議の期日における手続に関与した者について，
その期日において訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾をすることが
できる。

６ 審尋
法第８７条に次のような規律を設けるものとする。
裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判所規
則で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同
時に通話をすることができる方法によって，審尋の期日における手続を行
うことができる。

７ 専門委員制度
法第９２条の３を次のように改めるものとする。
裁判所は，法第９２条の２各項の規定により専門委員を手続に関与させ
る場合において，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，同条各項
の期日において，最高裁判所規則で定めるところにより，裁判所及び当事
者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることがで
きる方法によって，専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることがで
きる。


第８ 書証
１ 電磁的記録についての書証に準ずる証拠調べの手続
電磁的記録であって情報を表すために作成されたものの証拠調べについ
て，書証に準ずる規律を設けるものとする。

２ 電磁的記録の書証に準ずる証拠調べの申出としての提出
電磁的記録であって情報を表すために作成されたものの書証に準ずる証
拠調べの申出としての提出は，当該電磁的記録又はこれを電磁的方法によ
り複製したもの（当該電磁的記録に記録された情報について改変が行われ
ていないものに限る。）でしなければならないものとする。
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（注）原本の存在及び成立に争いがなく，相手方が写しをもって原本の代用とするこ
とに異議がないことを条件に，原本の提出に代えて写しを提出することが許され
る旨の規律（大審院昭和５年６月１８日判決・民集９巻９号６０９頁）を明文化
した上で，本文の規律にかかわらず，電磁的記録であって情報を表すために作成
されたものについて，これに準ずる規律を設けるものとする考え方がある。


３ インターネットを用いてする電磁的記録の提出命令に基づく提出及び送
付嘱託に基づく送付
⑴ 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（当該電磁的記
録に係るファイル形式が第１の２⑴に規定するものに該当する場合に限
る。）の提出命令に基づく提出及び送付嘱託に基づく送付については，電
子情報処理組織を用いてすることができるものとする。
⑵ 電磁的記録であって情報を表すために作成されたものの提出命令に基
づく提出及び送付嘱託に基づく送付を電子情報処理組織を用いてする場
合は，最高裁判所規則で定めるところにより，裁判所の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに当該電磁的記録を電磁的方法により複製
したもの（当該電磁的記録に記録された情報について改変が行われてい
ないものに限る。）を記録する方法によりするものとする。
（注）証拠となるべき電磁的記録に係るファイル形式が第１の本文２⑴に規定するも
のに該当しないときの提出及び送付の在り方について，引き続き検討するものと
する。


４ インターネットを用いてする証拠となるべきものの事前の準備としての
写しの提出
⑴ 証拠となるべきものの事前の準備としての写しの提出については，電
子情報処理組織を用いてすることができるものとする。
⑵ 電子情報処理組織を用いてする証拠となるべきものの事前の準備とし
ての写しの提出は，最高裁判所規則で定めるところにより，裁判所の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該証拠となるべきものの
写しを記録する方法によりするものとする。

第９ 証人尋問等
１ 証人尋問等
⑴ 法第２０４条を次のように改めるものとする。
ア 同条第１号を次のように改める。
証人の住所，年齢又は心身の状態その他の事情により，証人が受訴
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裁判所に出頭することが困難であると認める場合であって，相当と認
めるとき。
イ 同条第３号として，次のような規律を設ける。
相当と認める場合において，当事者に異議がないとき。
⑵ 法第２０４条に次のような規律を設けるものとする。
同条に規定する方法による尋問は，証人を次に掲げる要件を満たす場
所に出頭させてする。
ア 当事者の一方又はその代理人，親族若しくは使用人その他の従業者
（以下本項において「一方当事者等」という。）の在席する場所でない
こと（当該場所が当事者の他の一方又はその代理人の在席する場所で
あるとき，一方当事者等の在席する場所に証人を出頭させることにつ
き，他の当事者に異議がないとき及び裁判所が事案の性質，証人の年
齢又は心身の状態，証人と当該一方当事者等との関係その他の事情を
考慮し，相当と認めるときを除く。）。
イ 適正な尋問を行うことができる場所として最高裁判所規則で定める
要件を具備する場所であること。
⑶ 当事者尋問については，法第２０４条を準用する法第２１０条の規律
を維持し，⑴及び⑵と同じ規律とするものとする。
（注）宣誓の方法について，宣誓書の作成自体を要しないものとする考え方や，書面
の形式による宣誓書に代わる新たな形式の宣誓書を創設するものとする考え方が
ある。


２ 通訳人
通訳人に通訳をさせる方法について，次のような規律を設けるものとす
る。
裁判所は，相当と認めるときは，最高裁判所規則で定めるところにより，
【音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが
できる方法】
【映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら
通話をすることができる方法】によって，通訳人に通訳をさせることがで
きる。

３ 参考人等の審尋
法第１８７条に次のような規律を設けるものとする。
裁判所は，相当と認めるときは，最高裁判所規則で定めるところにより，
音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで
きる方法によって，参考人又は当事者本人を審尋することができる。
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第１０ その他の証拠調べ手続
１ 鑑定
⑴ 法第２１５条の３を次のように改めるものとする。
裁判所は，鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において，相当と認
めるときは，最高裁判所規則で定めるところにより，映像と音声の送受
信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法
によって，意見を述べさせることができる。
⑵ 法第２１５条に次のような規律を設けるものとする。
鑑定人は，法第２１５条第１項の規定に基づき書面で意見を述べる場
合には，書面の提出に代えて，最高裁判所規則で定めるところにより，
電子情報処理組織を用いる方法により意見を述べることができる。
（注）本文の規律に加えて，規則第１３３条に基づく鑑定人の発問等について，電話
会議等によることができるものとする。また，宣誓書を裁判所に提出する方式に
よって宣誓をする場合（規則第１３１条第２項）に，インターネットを用いる方
法によってこれを行うことができるものとする考え方がある。


２ 検証
法第２編第４章第６節に次のような規律を設けるものとする。
裁判所は，相当と認める場合であって，当事者に異議がないときは，最
高裁判所規則で定めるところにより，映像と音声の送受信により相手の状
態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって，検証をす
ることができる。

３ 裁判所外における証拠調べ
法第１８５条に次のような規律を設けるものとする。
⑴ 裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判所
規則で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が映像及び音声の送
受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方
法によって，同条の規定による裁判所外における証拠調べの期日におけ
る手続を行うことができる。
⑵ 裁判所は，同条第１項の規定により裁判所外において証拠調べをする
場合（合議体の構成員に命じ，又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱
託して証拠調べをさせる場合を除く。）において，相当と認めるときは，
その期日における手続を行う場所以外の場所に合議体の構成員の一部を
在席させることができる。この場合において，当該合議体の構成員の一
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部は，裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を
相互に認識しながら通話をすることができる方法により手続を行うもの
とする。
（注）本文⑵の手続について，本文のように法第１８５条に規定する裁判所外におけ
る証拠調べとするのではなく，口頭弁論の期日における証拠調べとする考え方が
ある。



第１１ 訴訟の終了
１ 判決
⑴ 電子判決書の作成及び判決の言渡し
電子判決書の作成及び判決の言渡しについて，次のような規律を設け
るものとする。
ア 判決は，電磁的記録により作成する。
イ アで作成された電磁的記録（以下本項において「電子判決書」とい
う。）に記録された情報については，作成主体を明示し，改変が行われ
ていないことを確認することができる措置をしなければならない。
ウ 判決の言渡しは，電子判決書に基づいてする。
⑵ 電子判決書の送達
電子判決書を当事者に送達しなければならないことを前提として，電
子判決書の送達について次のような規律を設けるものとする。
ア 電子判決書の送達は，裁判所の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録された電子判決書の内容を書面に出力したものをもっ
てする。
イ アの規律にかかわらず，通知アドレスの届出をした者に対する電子
判決書の送達は，システム送達によってする。

２ 和解
⑴ 和解の期日
和解の期日（和解を試みるための期日のことをいう。以下同じ。）につ
いて，法第８９条に次の規律を加えるものとする。
ア 裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁判
所規則で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信
により同時に通話をすることができる方法によって，和解の期日にお
ける手続を行うことができる。
イ アの期日に出頭しないでアの手続に関与した当事者は，その期日に
出頭したものとみなす。
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ウ 法第１４８条〈裁判長の訴訟指揮権〉，法第１５０条〈訴訟指揮権に
対する異議〉，法第１５４条〈通訳人の立会い等〉及び法第１５５条〈弁
論能力を欠く者に対する措置〉の規定は，和解について準用する。
エ 受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には，ウの規定
による裁判所又は裁判長の職務は，その裁判官が行う。
⑵ 受諾和解
法第２６４条を次のように改めるものとする。
当事者が出頭することが困難であると認められる場合において，その
当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示
された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し，他の当事者が口頭弁論
等の期日（口頭弁論，弁論準備手続又は和解の期日をいう。）に出頭して
その和解条項案を受諾したときは，当事者間に和解が調ったものとみな
す。
⑶ 新たな和解に代わる決定
新たな和解に代わる決定について，次のいずれかの案によるものと
する。
【甲案】
ア 裁判所は，和解を試みたが和解が調わない場合において，審理及び
和解に関する手続の現状，当事者の和解に関する手続の追行の状況を
考慮し，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，当事者双方の
ために衡平に考慮し，一切の事情を考慮して，職権で，事件の解決の
ため必要な和解条項を定める決定（以下本項において「和解に代わる
決定」という。）をすることができる。
イ 和解に代わる決定に対しては，当事者は，その決定の告知を受けた
日から２週間の不変期間内に，受訴裁判所に異議を申し立てることが
できる。
ウ イの期間内に異議の申立てがあったときは，和解に代わる決定は，
その効力を失う。
エ 裁判所は，イの異議の申立てが不適法であると認めるときは，これ
を却下しなければならない。
オ イの期間内に異議の申立てがないときは，和解に代わる決定は，裁
判上の和解と同一の効力を有する。
【乙案】
新たな和解に代わる決定の規律を設けない。
（注１）和解又は請求の放棄若しくは認諾を記録した調書は，送達しなければなら
ないものとする考え方がある。
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（注２）和解の期日，受諾和解，裁定和解等に参加する第三者に関する規律を設

けるものとする考え方がある。
（注３）当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において，当事
者双方が裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項
案を受諾する旨の書面を提出し，
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が
その書面を提出した当事者の真意を確認したときは，
当事者間に和解が調った
ものとみなし，裁判所書記官が調書にその旨を記載したときは，その記載は確
定判決と同一の効力を有するとの規律を設けるものとする考え方がある。
（注４）新たな和解に代わる決定の手続要件として，本文⑶アの当事者の意見を聴
くことに代えて，
当事者に異議がないこと又は当事者が同意していることのい
ずれかを必要とする考えがある。
（注５）新たな和解に代わる決定の対象事件を限定することについて，引き続き検
討するものとする。



第１２ 訴訟記録の閲覧等
１ 裁判所に設置された端末による訴訟記録の閲覧等
⑴ 訴訟記録の閲覧
何人も，裁判所書記官に対し，裁判所においてする訴訟記録（第１の
３の電子化後のものに限る。
以下第１２の１から３までにおいて同じ。）
の閲覧を請求することができるものとする。公開を禁止した口頭弁論に
係る訴訟記録については，当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り，
裁判所においてする訴訟記録の閲覧の請求をすることができるものとす
る。
⑵ 訴訟記録の複製等
当事者及び利害関係を疎明した第三者は，裁判所書記官に対し，裁判
所においてする訴訟記録の複製，その正本，謄本若しくは抄本の交付又
は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができるものとする。
⑶ 裁判所に設置された端末による閲覧等をすることができない場合
⑴による訴訟記録の閲覧の請求及び⑵による訴訟記録の複製の請求は，
訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは，することができ
ないものとする。
（注１）訴訟記録の複製の具体的な方法として，記録媒体に記録する方法によること
の他にどのような方法があるかについて，引き続き検討するものとする。また，
訴訟記録を出力した書面を裁判所において入手することができるようにする考え
方がある。
（注２）補助参加の申出を濫用した訴訟記録の閲覧等を防ぐための規律の在り方につ
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いて，引き続き検討するものとする。
（注３）本文⑶の規律に加えて，当事者以外の第三者は，裁判所に提出され，当事者
が受領した後一定の期間が経過していない訴訟記録や，期日を経ていない訴訟記
録について，閲覧等の請求をすることができないものとする考え方，和解を記載
した調書（例えば，その全部又はそのうちいわゆる口外禁止条項を定めたもの）
について，閲覧等の請求をすることができないものとする考え方がある。
（注４）事件係属中の当事者を含め，裁判所に設置された端末による訴訟記録の閲覧
等を請求する者からは，当該端末を使用する対価を徴収することについても，
（対
価を徴収する場合にそれを手数料として徴収するか否かも含め）引き続き検討す
るものとする。


２ 裁判所外の端末による訴訟記録の閲覧及び複製
⑴ 当事者による閲覧等
当事者は，いつでも，電子情報処理組織を用いて，裁判所外における
訴訟記録の閲覧及び複製をすることができるものとする。
⑵ 利害関係を疎明した第三者による閲覧等
利害関係を疎明した第三者は，裁判所書記官に対し，電子情報処理組
織を用いてする裁判所外における訴訟記録の閲覧及び複製を請求するこ
とができるものとする。
⑶ 利害関係のない第三者による閲覧
利害関係のない第三者による電子情報処理組織を用いてする裁判所外
における訴訟記録の閲覧に関する規律については，次のいずれかの案に
よるものとする。
【甲案】
当事者及び利害関係を疎明した第三者以外の者は，裁判所書記官に対
し，電子情報処理組織を用いてする裁判所外における訴訟記録（次に掲
げるものに限る。）の閲覧を請求することができる。ただし，公開を禁止
した口頭弁論に係る訴訟記録については，この限りでない。
ア 訴状及び答弁書その他の準備書面
イ 口頭弁論の期日の調書その他の調書（調書中の証人，当事者本人及
び鑑定人の陳述，検証の結果並びに和解が記載された部分を除く。）
ウ 判決書その他の裁判書
【乙案】
利害関係のない第三者による電子情報処理組織を用いてする裁判所外
における訴訟記録の閲覧を認めない。
⑷ 裁判所外の端末による閲覧等をすることができない場合
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⑴による訴訟記録の閲覧及び複製，⑵による訴訟記録の閲覧及び複製
の請求並びに⑶による訴訟記録の閲覧の請求は，訴訟記録の保存又は裁
判所の執務に支障があるときは，することができないものとする。訴訟
の完結した日から一定の期間が経過したときも，同様とするものとする。
（注）
第１の本文３の電子化後の訴訟記録の保存期間に関する規律の在り方について，
引き続き検討するものとする。


３ インターネットを用いてする訴訟記録の閲覧等の請求
電子情報処理組織を用いてする１による訴訟記録の閲覧，複製，その正
本，謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付の請求
及び２による訴訟記録の閲覧又は複製の請求は，最高裁判所規則で定める
ところにより，裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当
該請求を記録する方法によりするものとする。
（注）インターネットを用いて訴訟記録の閲覧等の請求をする者の本人確認に関する
規律の在り方について，引き続き検討するものとする。


４ 閲覧等の制限の決定に伴う当事者の義務
法第９２条第１項の決定があったときは，当事者等又は補佐人は，その
訴訟において取得した同項の秘密を，正当な理由なく，当該訴訟の追行の
目的以外の目的のために利用し，又は当事者等及び補佐人以外の者に開示
してはならないものとする。
（注１）本文の規律に加えて，法第９２条第１項の申立てをする当事者は，当該申立
てに係る秘密記載部分を除いたものの作成及び提出並びに同項の決定において特
定された秘密記載部分を除いたものの作成及び提出をしなければならないものと
する考え方がある。
（注２）法第９２条の規律に加えて，例えば，犯罪やＤＶの被害者の住所等が記載さ
れた部分については相手方当事者であっても閲覧等をすることができないように
する規律を設けるものとする考え方がある。



第１３ 土地管轄
土地管轄については，現行法の規律を維持するものとする。


第１４ 上訴，再審，手形・小切手訴訟
法第３編（上訴），第４編（再審）及び第５編（手形・小切手訴訟）に
係る手続についても，第一審の訴訟手続と同様にＩＴ化するものとす
る。
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第１５ 簡易裁判所の手続
簡易裁判所の訴訟手続についても地方裁判所における第一審の訴訟手続
と同様にＩＴ化することを前提として，その具体的規律や，ＩＴ化に伴う
特則を設けることについては，引き続き検討するものとする。

第１６ 手数料の電子納付
１ インターネットを用いてする申立てがされた場合における手数料等の電
子納付への一本化
電子情報処理組織を用いてする申立てがされる場合には，手数料及び手
数料以外の費用（３において「手数料等」という。）の納付方法について，
ペイジーによる納付の方法に一本化するものとする。
（注）第三者が裁判所外の端末による訴訟記録の閲覧等を請求することができること
とした場合（第１２の２の⑵及び⑶参照）におけるその閲覧等その他の民事訴訟

費用等に関する法律（昭和４６年法律第４０号。以下「費用法」という。
）別
表第二上欄に掲げる行為をインターネットを用いて請求した場合等の手数料の納
付方法についても，同様に所要の整備を行うものとする。



２ 郵便費用の手数料への一本化
郵便費用を手数料として扱い，申立ての手数料に組み込み一本化し，郵
便費用の予納の制度を廃止するものとする。
（注）その具体化として，各申立ての手数料へ郵便費用をどのように組み込むかに
ついては，現行制度の下での郵便利用の実情，システム送達の導入に伴う郵便
利用の変化の見通しを踏まえて引き続き検討するものとする。また，仮にイン
ターネットを用いた申立てと書面を用いた申立てとが併存することとなった場
合（第１の１乙案及び丙案参照）に，インターネットを用いた申立てを促進す
る観点等から，両者の手数料の額に差異を設けてインターネットを用いた申立
てに経済的インセンティブを付与することについても引き続き検討するものと
する。



３ 書面による申立てが許容される場合における手数料等の納付方法
仮に電子情報処理組織を用いてする申立てに加え，書面による申立て
が一定の場合に許容されることとなった場合（第１の１参照）であって
も，書面による申立てについては，手数料等の納付方法につき，やむを
得ない事情があると認めるときを除き，ペイジーによる納付の方法によ
らなければならないものとする。
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上記のやむを得ない事情があると認めるときの納付方法の規律につい
ては，現行の費用法第８条の規律を維持するものとする。


４ 民事裁判手続のＩＴ化に伴う訴訟費用の範囲の整理等
⑴ 費用法第２条所定の当事者等又は代理人が期日に出頭するための旅費，
日当及び宿泊料（同条第４号及び第５号）について，次のいずれかの案
によるものとする。
【甲案】
現行の規律を改め，当事者等又は代理人が期日に出頭するための旅費，
日当及び宿泊料（同条第４号及び第５号）については，当事者その他の
者が負担すべき民事訴訟の費用の対象としないものとする。
【乙案】
現行の規律を維持するものとする。
⑵ 費用法第２条所定の訴状その他の申立書等の書類の作成及び提出の費
用（同条第６号）について，次のいずれかの案によるものとする。
【甲案】
現行の規律を改め，訴状その他の申立書等の書類の作成及び提出の費
用（同条第６号）については，当事者その他の者が負担すべき民事訴訟
の費用の対象としないものとする。
【乙案】
現行の規律を維持するものとする。
⑶ 過納手数料の還付等（費用法第９条第１項，第３項及び第４項）並び
に証人等の旅費，日当及び宿泊料の支給（費用法第２１条から第２４条
まで）については，裁判所の権限とする現行の規律を改め，裁判所書記
官の権限とするものとする。
（注）本文の規律に加えて，訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める申立てに一
定の期限を設けるものとすることについて，引き続き検討するものとする。



第１７ ＩＴ化に伴う書記官事務の見直し
民事裁判手続のＩＴ化に伴う裁判所書記官の事務の最適化のために，所
要の改正をするものとする。
（注）担保の取消しを裁判所書記官の権限とするものとする考え方，訴状の補正及び
却下の一部（例えば，請求の趣旨が全く記載されていない場合や，訴え提起手数
料を納付すべきであるのに一定期間を経過しても一切納付されない場合における
訴状の補正及び却下）を裁判所書記官の権限とするものとする考え方，調書の更
正に関する規律を創設し，これを裁判所書記官の権限とするものとする考え方が
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ある。



第１８ 障害者に対する手続上の配慮
民事裁判手続のＩＴ化に伴い，障害者に対する手続上の配慮に関する規
律を設けることについては，引き続き検討するものとする。
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