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民事調停の新たな試み
弁護士　長谷川　彰

1　はじめに
　最高裁判所は、民事調停事件の新受件数が、平成15
年以降減少の一途をたどっていることに対し、もっと
広く民事調停が利用されてしかるべきであるとの観点
から、調停の実質的な解決力を高める努力が必要であ
るとの見解を示している。
　そのための新たな試みとして、①評議を充実させ
て、的確な事実認定を行う、②認定された事実を基に
合理的な解決案を策定する、③この解決案を腹案とし
て持ちつつ、当事者を説得調整するという方針を打ち
出した。
　このような、新しい調停運営については、調停制度
創設90周年を迎えた2012年に東京簡易裁判所及び大阪
簡易裁判所によって、試行的な取り組みがなされ、判
例タイムス1369号でその内容が報告された。この試行
を踏まえて、伊藤眞早稲田大学教授、笠井正俊京都大
学教授、増田和夫東京簡易裁判所判事、福田千恵子最
高裁民事局第二課長による座談会が判例タイムス1383
号に掲載され、その具体的な内容が明らかにされてい
る。
　そこで、これらの論考で明らかにされた民事調停の
新たな運営について、その概要を紹介するとともに、
問題点を抽出してみた。

2　東京及び大阪での試行的な取り組みの概要
（1）� �　わが国の簡易裁判所における民事調停は、「評

価型調停」であるといわれる。これは、アメリカ
で主流となっている「自主交渉援助型調停」とか
「促進型調停」といわれる方式とは異なっている。

� �　冒頭に紹介した最高裁の打ち出した方針の3点
は、評価型調停を前提としたものであるし、東京
及び大阪の各簡易裁判所で試行された取り組み
も、評価型調停であることが当然の前提となって
いる。（判タ1383の座談会で、増田裁判官は「調停
委員会が事情聴取した結果や証拠資料から認定で
きる事実に基づき、合理的な解決案を示して説
得・調整活動を行うことが期待されている」と発
言されている。）

� �これに対し、自主交渉援助型調停といわれるもの
では、調停員が解決案を提示することはしないと
されており、あくまで当事者間のコミュニケー
ションや交渉を促進する役割を担うものとされて
いるようである。

（2）� �試行の方向性
� �　両簡裁で行われた調停運営方法は、①事案の実
情を正確に把握するように努め、法的観点からの
事実の整理をする、②争点について事実の調査を
行い、事実認定に努める、③争点に対する判断に
ついてある程度の心証を形成することができるよ
うになった段階で、調停委員会として解決案を策
定して当事者双方の調整方法について検討する、
④策定された解決案と検討された調整方法に基づ
いて、当事者が合意形成できるように積極的に調
整活動を行う、というものである。

（3）� �事案の類型化
� �　今回の試行では、事案を次の4類型に分類した
上で、上記運営方法の結果について評価が行われ
ている。

　　Ⅰ類型：�事実関係に争いがあり、その認定及び評
価が調整活動のポイントになるもの。（た
とえば、貸金か贈与かが争いになる事
案、請負契約が成立したか否かが争いに
なる事案等）

　　Ⅱ類型：�評価根拠事実（正当事由、過失など）の評
価や金額（慰謝料、原状回復費用等）が調
整活動のポイントとなるもの。

　　Ⅲ類型：�履行義務の存在自体には争いがないが、
その具体的債務額や履行方法が調整活動
のポイントとなるもの。

　　Ⅳ類型：�感情的な対立等の調整が特に必要なも
の。（たとえば、親族間の共有物分割請求
等）

� �　実際の事件の分類は、申立の時点で行われたも
のもあるが、期日がある程度進んだ段階で分類さ
れたものもあるようである。さらに、調整ポイン
トが4類型の中の一つに限定されない場合には、
その中で要素として最も大きい類型に区分された
場合もあるとのことである。

（4）� �解決案の提示と調停の成立
� �　先に紹介したように、今回の試行では、調停委
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員会が解決案を策定して、当事者の合意形成に向
けて調整することが行われている。解決案は、調
停委員会が積極的に提示したかまたは心証を開示
した上で積極的に調整を行った場合を「調停委員
会主導型」と呼び、調停委員会が解決案を腹案と
して持った上で直ちにこれを提示するのではな
く、当事者から提出された解決案をベースに調整
を行う場合を「当事者主導型」と呼んでいる。

　　東京簡裁の場合
� �　調停委員会主導型及び当事者主導型を含め、解
決案が直接的・間接的に提示された件数が50％を
占め、そのうち調停が成立したのが83％にのぼ
る。調停が成立しなかったが、解決案に基づいて
17条決定をした事案の90％が確定しており、調停
成立と17条決定の確定を併せると、解決案が提示
された事案の91％が解決に到っている。

　　大阪簡裁の場合
� �　上記の意味での解決案を提示した件数は、42％
であり、そのうち調停が成立したのが91％、解決
案を提示したが成立しなかった事件は7件で、そ
のうち17条決定の確定により終了したのが4件あ
り、これを合わせると96％が解決に到っている。

（5）� �事件類型と調停の成立
　　東京簡裁の場合
� �　Ⅰ類型：�成立36％、不成立54％、17条決定の確

定3％→解決率39％
� �　Ⅱ類型：�成立70％、不成立20％、17条決定の確

定5％→解決率75％
� �　Ⅲ類型：�成立81％、不成立8％、17条決定の確

定8％→解決率89％
� �　Ⅳ類型：�成立38％、不成立47％、17条決定の確

定0％→解決率38％
　　大阪簡裁の場合
� �　Ⅰ類型：�成立42％、不成立55％、17条決定の確

定0％→解決率42％
� �　Ⅱ類型：�成立73％、不成立13％、17条決定の確

定5％→解決率78％
� �　Ⅲ類型：�成立60％、不成立19％、17条決定の確

定4％→解決率64％
� �　Ⅳ類型：�成立17％、不成立69％、17条決定の確

定0％→解決率17％

（6）� �事実認定
� �　解決案策定の前提として、事実を認定していく

ことになる。しかしながら、調停では、人証等の
厳格な証拠調べが行われることはほとんどなく、
事実の調査（民事調停法12条の7）として、当事者
からの事情聴取、証拠書類の収集などが判断資料
の中心をなすが、一般的には、証拠に乏しいとい
わざるを得ない。

� �　両簡裁の報告によると、当事者からの事情聴取
において、調停委員の豊富な社会的経験や専門知
識に基づいた当事者に対するポイントを突いた質
問、適切な資料要求等が事実の認定に役に立った
とされている。そして、当事者からの事情聴取の
結果を踏まえ、当事者双方の主張自体の一貫性、
合理性、双方の主張を対比させた場合の矛盾点を
検討するとともに、収集した証拠資料の中にあっ
て客観性や信用性の高いもの、合理的に推測され
る事実との関係における主張の整合性などが評議
において検討され、事実認定が行われる。その
際、調停委員から、争いとなっている契約関係な
どについて取引慣行や過去の同種事案などの事実
認定において参考となる情報が提供されることも
少なくないとのことで、事実の認定作業における
評議の有益性が強調されている。

（7）�解決案の策定
� �　事実認定を踏まえた上で、調停委員、調停主任
裁判官がそれぞれ解決案を想定し、評議におい
て、調停委員会としての解決案とされる。

� �　先に見たとおり、解決案が提示された場合の調
停成立率は極めて高いが、特にⅠ類型では、事実
認定が困難なため、解決案策定に到った事案は半
数以下とのことである。

（8）�報告のまとめ
� �　今回の試行のまとめとして、事実の認定がなさ
れ、法的観点に立った検討が十分なされていれ
ば、説得性の高い解決案の策定が可能となり、解
決案を提示すれば、高い確率で紛争解決に至ると
されている（法的観点を踏まえた調停運営）。しか
し、解決案が策定できた事案は、既に見たように
東京で50％、大阪で42％にとどまっており、今後
は解決案の策定が困難であった事案においてどこ
が隘路であるか等についての検討が必要であると
まとめられている。
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3　座談会での議論
　座談会では、簡裁における民事調停の機能強化のた
めの取り組みとして、まず、上記の両簡裁の試行が紹
介され、その後もこの試行の報告を踏まえて議論が進
められている。
（1）� �民事調停の特色
� �　笠井教授により、次のような点が特色であると
まとめられている。

　　1　�法に関する専門性を高度に有する。
　　2　�中立・公平な立場で手続が運営される。
　　3　�民事調停法17条の「調停に代わる決定」とい

う手続がある。
　　4　�調停調書が債務名義となる。
　　5　�法的な専門家である裁判官とともに民間の調

停委員が調停委員会を形成して調停にあたる。

（2）� �事実の認定
� �　調停の機能強化策について、第1回期日前の事
前評議と第1回期日の持ち方、解決案の策定・提
示、17条決定についても議論がなされているが、
本稿では紙数の関係で最も重要と思われる事実の
認定の問題のみを取り上げる。

� �　まず、事実認定の位置づけを訴訟と対比して、
訴訟の事実認定は、判決に向けられたものである
のに対し、調停の事実認定は、双方から譲歩を引
き出し、適切な合意成立を図るための契機ないし
手段としてのものだとされる（座談会16頁福田氏
の発言）。そして、この違いが、事実認定の方法
及び精度につながるのだとされる。

� �　ここで、従来調停では、事実認定ということが
重視されず、むしろ、「調停では事実認定はしな
い」とか「調停委員会から示された解決案の根拠
が不明」などという誤った運用があったことが指
摘されている。そして、的確な事実認定に基づい
て、これに法的観点を適用して解決案を策定する
ことが徹底されなければならないというのが、調
停機能強化策の中核にある。

� �　そうなると、事実認定の正確さをいかに担保す
るかという問題が生じる。そのためには、当事者
に主張や資料提出の機会が十分保障され、相手方
の言い分や提出資料に対する反論の機会も与えら
れることが重要であるということになる（座談会
17頁笠井教授の発言）。そして、第一次的に当事
者の言い分や資料に接するのは調停委員であるこ
とから、調停委員の事実の把握の仕方が評議にも

かなりの影響を与えると指摘される。
� �　また、笠井教授は、事実認定が重視され、十分
な主張や資料の提出、特に相手方の言い分に対す
る反論の機会の確保という観点から、対席方式の
必要性という問題が改めて生じる可能性があると
指摘される。

� �　次に、福田氏から、事実認定において基本とな
る考え方は、動かしがたい事実を見つけることに
あると説明があり、さらに、直接証拠が存在しな
い事件では、争われている当該事実の存否を推認
するために、重要な間接事実は何かを見極め、こ
れについて動かしがたい事実をできるだけ多く確
定していくことが、適切な事実認定につながると
の考えが示された。

� �　そして、事実認定の評議において、調停主任裁
判官は、これまでの訴訟における審理の経験等を
踏まえ、法的観点を踏まえた意見を述べ、調停委
員は、豊富な社会経験等をもとに、これまで蓄積
された紛争事案の把握の手法を踏まえた意見を述
べるなどして、調停委員会としての共通の心証形
成に努めることになる。増田裁判官からは、調停
主任裁判官は、自分1人の考えではなく、一般の
調停委員が常識的に考えた結果と同じ結論になる
ことで調停委員会として自信をもって解決策の策
定をし、当事者の説得・調整に当たれるとの評価
が述べられている。また、調停主任裁判官が気づ
いていない視点や有していない知識を調停委員が
補完する場合も少なくないとされる。

4　検討
　以上概観した東京及び大阪の簡易裁判所の試行及び
これを踏まえた座談会での議論において、民事調停の
機能強化として、「法的な観点を踏まえた調停運営」
という新しい考え方が紹介された。ここでは、事実認
定が重要な要素であり、これを踏まえて調停委員会の
策定した解決案が直接的・間接的に示されることによ
り、調停成立率が高くなるとの実証的な報告がなされ
ている。
　そして、「調停委員の豊富な社会経験から蓄積され
た紛争事案の把握の手法の活用」「調停委員の豊富な
社会経験や専門的知識に基づいた、当事者に対するポ
イントを突いた質問」などが調停における事実認定で
有益であると捉えられているようである。
　たしかに、調停委員は、年齢40歳以上70歳未満で、
紛争の解決に有用な専門的知識経験を有するかまたは
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社会生活の上で豊富な知識経験を有するものが任命さ
れる（民事調停委員及び家事調停委員規則1条）。しか
し、必ずしも紛争事案の把握に秀でていることや事実
認定の経験に富んでいることが任命の条件とされてい
るわけではなく、また、任命後も事実認定に関する特
段のトレーニングが行われているわけでもない。ベテ
ランの調停委員に「蓄積された紛争事案の把握の手法」
を期待することはできるかも知れないが、新人調停委
員にこれを期待することは困難であろう。調停実務で
は、当事者からの事情聴取を行うのは第一次的には調
停委員である。調停委員の能力に差があるために、事
実認定が十分行なわれないという事態は回避できるの
であろうか。
　また、笠井教授が指摘されているとおり（座談会17
頁）、調停委員が、主張立証の機会、反論の機会など
の手続保障について十分意識をして、配慮し、予断を
持たずに当事者双方の言い分を公平に聞くということ
が求められるが、現在の調停委員の選任のあり方で
は、すべての調停委員にこのような資質が保障されて
いるとはいいがたいのではないか。
　入江秀晃九州大学准教授が2007年に実施された「紛
争解決についてのアンケート」によると、紛争解決機
関には、①法律面の専門的助言、②事実究明のための
調査、③自身の主張をよく理解してくれることの3つ
の機能が求められているとのことである（入江著『現
代調停論』261頁（東京大学出版会、平成25年））。
　このアンケート結果も踏まえると、私は、最高裁の
打ち出した民事調停の新しい運営方法は、裁判所の調
停に期待されるものに答えるものとして評価すべきで
あると考える。
　しかしながら、東京と大阪の簡易裁判所での試行や
これを踏まえた上記座談会で述べられているような調
停主任裁判官と調停委員との見事な役割分担や調停委
員の豊富な社会経験や専門的知識が活かされた運営
が、すべての簡易裁判所で可能であるかについては、
調停委員の選任や就任後の訓練体勢、調停委員の経験
の格差などから、疑問を抱かざるを得ない。
　民事調停の新しい運営が実効性を高めるためには、
現在一部の簡易裁判所で採用されている民事調停官の
制度を全簡裁で採用するべきであると考える。そし
て、調停官が全件立会し、調停委員とともに事前事後
の評議を重ねるシステムをとることにより、事実認定
のブレを防ぐ一つの方策になると考える。さらに、調
停委員の選任や就任後の事実認定のトレーニングなど
についても、改善すべきであり、これらを実現するこ

とにより、民事調停の機能強化が実質的なものとなる
と考える。


