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研究成果の概要（和文）：弁護士会系ＡＤＲ利用者への全国質問票調査により以下が解明された．
手続公正感に影響を与える手続要因にはコミュニケーション，手続担当者の役割行動および高圧的態度がある．
ＡＤＲを知らなかった多数派をＡＤＲ利用に導く上の最大要因は弁護士や弁護士会による紹介である．ＡＤＲ利
用者は訴訟当事者よりも話合による解決に親和的だが，相手方非難が和解への阻害因子となる．ＡＤＲ手続に多
い完全別席調停は話合実感を阻害している．
インタネット調査によれば，弁護士相談が事件依頼へとつながる．ＡＤＲの認知度は低い．フィールド実験の結
果によれば，裁判とＡＤＲの結果の人々の行動への影響は差が小さい．

研究成果の概要（英文）：Our national survey to ADR users resulted in the following findings (our 
ADRs are mostly run by bar associations), which have significant legal and policy implications. 
ADR users’ evaluation on procedural fairness is influenced by: 1. Inter-Party Communication, 2. 
Mediators’ Way of Behavior, and 3. Degree of Oppressiveness of Mediator. Most of the users did not 
know ADR beforehand, and the advice in counseling by lawyer is crucial in their decision to use ADR.
 The ADR users are more expecting negotiated resolution than litigants, but their accusation 
tendency is detrimental to peaceful solution. Caucus procedure, which is often used in ADRs, deters 
the communication in the ADR process. 
Our internet survey revealed that counseling by a lawyer enhances ADR utilization. A finding of our 
field experiment (internet survey method was used) is that court judgments and ADR results have 
similar effect on people’s attitude and behavior related to care-taking on elderly parents with 
dementia.

研究分野： 法社会学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
日本におけるＡＤＲ（裁判外紛争解決手続＝
Alternative Dispute Resolution）は，2001
年の司法制度改革審議会意見書においてそ
の拡充・活性化が提言されたことなどを契機
として法律学界はもとより社会的な関心を
集め， 2004 年には「裁判外紛争解決手続の
利用の促進に関する法律」（以下，「ＡＤＲ法」
という）が制定されて，ＡＤＲの健全な発展
が日本にとって望ましい方向であるという
コンセンサスは形成されたといえるが，ＡＤ
Ｒ法施行の 2007 年 4 月 1 日以降も，その利
用は低調なままで推移している．2012 年当
時においては，ＡＤＲの利用についての実証
的データの蓄積や社会科学的分析，そしてエ
ヴィデンス・ベース(evidence-based)な法政
策の提言等は多くなかった．ＡＤＲの利用実
態に関する経験的データの収集が喫緊の課
題となっていた． 
 
２．研究の目的 
日本におけるＡＤＲの利用の不振に対して，
その原因と処方箋とを実証的に見出すこと
が研究目的である．そのために，全国の主要
なＡＤＲの制度と手続の実態解明，利用の実
情，利用者による制度へのアクセス，手続評
価，手続担当者評価，手続結果評価等を実証
的に解明し，もって日本におけるＡＤＲ利用
の低調さの原因，および法政策的処方箋を探
る． 
 
３．研究の方法 
(1) 特定非営利法人証券・金融商品あっせん
相談センター（FINMAC），岡山弁護士会（岡
山仲裁センター，医療仲裁センター岡山，行
政仲裁センター岡山，日弁連交通事故相談セ
ンター岡山支部），公益財団法人交通事故紛
争処理センター（東京本部），国民生活セン
ター紛争解決委員会，全国銀行協会相談室，
第二東京弁護士会仲裁センター，第一東京弁
護士会仲裁センター，東京弁護士会紛争解決
センター，東京三会・金融ＡＤＲ，日弁連交
通事故相談センター（本部）など全国の主要
なＡＤＲ機関を訪問して面接調査と資料収
集を実施する． 
(2)協力を得られたＡＤＲ機関における手続
利用者への質問票調査を行い，そのデータを
分析する．協力の得られたＡＤＲ機関として
は，第一東京弁護士会仲裁センター，第二東
京弁護士会仲裁センター，東京弁護士会紛争
解決センター，京都弁護士会紛争解決センタ
ー，公益社団法人総合紛争解決センター，仙
台弁護士会紛争解決支援センター，岡山弁護
士会岡山仲裁センター，愛知県弁護士会紛争
解決センター，愛知県弁護士会西三河支部紛
争解決センター，福岡県弁護士会紛争解決セ
ンター（天神弁護士センター，北九州法律相
談センター，久留米法律相談センター），お
よび日弁連交通事故相談センター（全国）で
ある．質問票の配付総数は全国で 2130通（内，

日弁連交通事故相談センター1488 通，単位弁
護士会系ＡＤＲ642 通）であり，回収した質
問票は，総数 792 通（内，日弁連交通事故相
談センター 593 通，単位弁護士会系ＡＤＲ
199 通）で，回収率 37.2％であった． 
(3)一般人へのインターネット調査，インタ
ーネット調査によるフィルタリングにより
ＡＤＲ利用および裁判利用経験者を抽出し
て行った質問票調査，および，インターネッ
ト調査利用によるフィールド実験研究も行
い，英利用の阻害要因，改善の方策の救命を
実施した． 
 
４．研究成果 
(1)利用者調査の研究成果 
①ADR 手続の認知と利用への経緯 
利用者がどのようにして ADR手続の存在を認
知し，どのような判断を経て実際の手続利用
に至ったのか，という問題関心から，本利用
者調査の結果のうち，トラブル発生以前にお
ける ADR 手続の認知度，手続利用前の相談行
動および実際に利用された手続の認知経路，
利用者が，実際に当該手続の利用を決断する
際に，どの程度他の選択肢の存在を考慮し，
どのような理由で手続選択を行ったかに関
する部分の分析を試みた．その結果は，大要
以下の通りである．ADR の申立人は，紛争に
直面する以前から ADR手続のことを認識して
いたわけでは必ずしもなく，必ずしも事前に
は ADR手続を認知していない申立人が実際に
申立てに至るに際しては，弁護士会系の ADR
の場合，弁護士や弁護士会による紹介が圧倒
的に重要な役割を果たしている．ただし，交
通事故相談センターの場合には，自治体の法
律相談や法テラスを経由しての利用も一定
数みられ，法テラスの相談業務における手続
の認知度等に違いがあることを窺わせる．ま
た，4 割前後の申立人は，ADR の利用に当た
って他の手続についても検討しているが，逆
に，半数以上の申立人は，必ずしも他の選択
肢を具体的に検討することなく ADRの利用に
至っている．他の選択肢を検討した申立人が
想定した他の手続としては，民事訴訟が最も
多く，次いで裁判所での調停等であるが，民
間型 ADRのライバルとして目されることの多
い裁判所の調停については，実際に検討した
申立人は全体の 1割以下にすぎず，一般的な
比較検討の対象になっているとは必ずしも
いえない．他の選択肢を考慮した申立人が
ADR 利用を決断するに当たっては，一般には
費用及び時間の面が第一に考慮される傾向
があるが，単位会センター等の場合には，こ
れに，手続の柔軟性が，また，交通事故相談
センターの場合には，高い信頼性の考慮が加
わるが，その反面，民事訴訟との比較におい
て ADRの特色としてあげられることも多い非
公開性については，これを考慮したとの回答
は少数にとどまる．単位会センター等，交通
事故相談センターのいずれにおいても，手続
選択に際しては，依頼した弁護士等の判断も



重要な考慮要素となっているものと推測さ
れるが，弁護士代理人の存在が利用者の判断
に与える影響に関しては，両者に違いがある
可能性がある． 以上の分析結果は，効果的
な広報や相談機関との連携に関して，一定の
示唆を含むものと思われる．とりわけ単位会
センター等の場合，弁護士を通じた認知が有
力な利用経路となっていることが裏付けら
れる反面，他の認知経路に関しては，今後な
お充実の余地が残されているものと考えら
れる． 
② 手続利用者 
ADR における専門性の構築のための努力の方
向性には，事案類型に応じて，きめ細やかに
進めていくべきと言える．借地借家は，かな
り高い割合で満足度につながっており，現状
の実務を前提としても，より広い利用につな
げる努力が求められていると言える．一方，
建築工事と医療事故という高度な専門性を
要する類型では，実務のやり方についてのそ
れぞれの改善の余地が認められる．特に，代
理人のない建築工事の利用者に対して，本人
の置かれた状況に共感して，丁寧な理解を得
るための工夫の必要性は明らかになったと
言えよう．また，医療事故については，単な
る金銭解決を急ぐよりも，患者申立人の，医
療者からきちんと話を聴きたいという要求
をきちんと受け止め，手続設計に反映させた
り，医療者側に働きかけたりする努力も求め
られていると考えられる．つまり，金銭要求
に落とし込めない謝罪その他の要求を満た
すための努力，少なくともそうした要求も受
け止めようとする努力がより必要と言える．
また，事件類型と認知・紹介経路との関係も，
今後の拡充のための示唆に富んでいると考
えられる．つまり，細いながらも一定のルー
トができているパターンはいくつかあり，消
費生活センター経由で建築工事関係，司法書
士から借地借家関係，警察から他の精神的・
肉体的な損害関係といったものを研究し，具
体的な成功パターンを拡げていくための糸
口が明らかになったと言えよう．利用者から
の口コミを拡げると共に，紹介を期待できる
専門家候補を明確化することは価値がある．
もとより限られたデータからの仮説的な解
釈を含めた分析であり，筆者の誤解も含まれ
ている可能性もあるが，やはり限られたリソ
ースを前提とせざるを得ない単位弁護士会
系センターの今後の発展のために活かして
いきたい． 
③ 真実と対話に対する当事者の期待：和解
の成否と手続の評価に対する影響 
ここでは，当事者の手続に対する期待を分析
した．ADR 当事者は，訴訟当事者と比較する
と「相手方をこらしめること」や「相手方に
非を認めさせること」といった対決的な期待
を示す者が少ない．しかし，「手続を通じて，
事実関係をはっきりさせること」に対する期
待は ADR 当事者の 72%にみられる．当事者の
手続に対する期待を尋ねた 13 項目の因子分

析の結果，「相手方非難」因子，「適正な救済」
因子，「平和構築」因子と名付けうる 3 因子
が析出された．「手続を通じて，事実関係を
はっきりさせること」は「相手方非難」因子
の因子負荷の大きい項目である．これは， 
ADR の場で自己の主張を裏付ける事実関係が
明らかになるとの期待を抱いているややナ
イーブな当事者像を反映しているとみられ
る．これら手続に対する期待は，手続に対す
る評価には大きく影響しないが，調停の成否
という面では，「相手方非難」の期待の強い
当事者は，日弁連交通事故相談センターでは
民事訴訟と同様に和解に失敗しやすい傾向
があった． 
④ 当事者の弁護士利用と期日運営の概要：
迅速な解決，情報源としての弁護士の重要性，
そして別席調停 
ADR 当事者の弁護士利用，ADR の所要期間，
期日運営の実態と多岐にわたる質問項目に
ついて，回答傾向を記述している．第 1 に，
本調査で対象とした弁護士会が運営に関わ
る ADR では，法律相談等の形での弁護士の関
与が半数を超える当事者で見られ，弁護士が
ADR 利用に向けて，手続に要する時間や費用
に関する情報源としての役割を果たしてい
る．また，リピートプレイヤーと位置づけら
れる交通事故相談センターの被申立人（通常
は保険会社）は，費用の制約よりはむしろ知
識経験の蓄積のために弁護士抜きで ADRに臨
む傾向が顕著である． 
 第 2 に，単位弁護士会系センター，交通事
故相談センターともに比較的短期間（多くの
事件で 3か月以下）に手続きが終了しており，
迅速な解決に役立っている．しかし，リピー
トプレイヤーたる交通事故相談センターの
被申立人以外では，手続に要する期間の見通
しが持てていない場合が半数近くあり，紛争
解決の早さが当事者に前もって伝わってい
ないうらみがある．第 3に，期日の運用につ
いては，別席調停が事実上の原則となってお
り，単位弁護士会系センターでは，完全別席
調停が半数を超える．この完全別席調停とい
う実務上広くみられるやり方については，当
事者の手続対する評価との関係をクロス集
計表によってさらに分析した．完全別席では
当事者に「相手方の主張について十分に理解
できたと思いますか？」ならびに「手続の中
で，相手方と十分に話し合えたと思います
か？」との設問で，「思わない」当事者の割
合が有意に増加していた．これは完全別席と
いう運用が，話し合いの実感を持ちにくくし
ていることを示し，話し合いによる問題解決
という調停手続の基本に反するうらみがあ
る．同席調停の弊害が予想される事例でも，
可能な限り当事者対席の場を設けることが
できないか，今後の検証・見直しが必要と思
われる． 
⑤ 手続に対する公正感の要因と効果 
これまで，民事訴訟等の研究を通じて，紛争
解決手続きが当事者の合意を得る上で重要



な要素となりうることは繰り返し確認され
てきた．ADR は訴訟手続のように一律に定め
られたプロセスを経て結果を導くものでは
ないが，やはりその性質の違いは当事者の態
度に大きな影響を与えると考えられる．調査
で得られた手続関連の項目に焦点をあて，当
事者の結果に対する態度を規定する要因に
ついて探索的な分析を行った．分析結果では，
主観的な「結果評価」に対して影響を与える
と思われる手続の諸側面として，当事者同士
の「コミュニケーション」，担当者の「役割
行動」，担当者の「高圧的態度」があること
を確認した．手続に関するこれら 3つの変数
の影響力は，当事者の立場によって変動する
ことが確認されたが，「役割行動」の影響力
は一貫して確認されたことから，その頑健性
が示された．よく話を聞き，専門性に基づい
て中立的な立場で解決をリードするような
担当者の行動が，結果を妥当なものと感じさ
せることにつながると考えられる．担当者が
十分に手を尽くすことは，当事者に他の結果
が導かれる余地があったという想像(「相対
的剥奪感」)を抑制したと推測される．また，
相手の発言時間が長かったと感じた当事者
を除き，「コミュニケーション」も「結果評
価」を促進することが確認された．従来，対
立する相手方当事者とのコミュニケーショ
ンについて議論されることはほとんどなか
ったことから，その意義については，今後さ
らに検討する必要がある．そして，担当者が
示す「高圧的態度」は，法人，申立人，弁護
士あり，交通事故相談センター，相手の発言
時間が長かったといった群でその効果が確
認された．これらの群を見ると，紛争解決の
経験や法律家との接触経験が豊富である，申
立人のように自分が被害を訴えている立場
である，交通事故相談センターのように紛争
の内容や争点が明白な問題を扱うことが多
い機関であるといった特徴との関連が示唆
された． 
(2)インターネット調査の成果 
① 紛争処理手続利用経験者インターネット
調査 
インターネット調査において，フィルタリン
グを掛けて，紛争処理手続利用経験者および
裁判利用者を抽出して質問票調査を行った． 
訴訟等の利用者と行政型・民間型 ADR 利用者
との対比という観点から興味深いのは，以下
の点である． (a)民間型及び行政型手続の利
用者は，裁判所の手続の利用者と比較して，
手続開始前に，家族や勤務先の受け止め方，
家族や勤務先に迷惑がかかる可能性，問題が
公になる可能性といった点を，より強く気に
している可能性がある．(b)民間型及び行政
型手続の利用者においては，裁判所の手続の
利用者と比較して，相手方との話合いや関係
修復への期待がより強い可能性があるが，そ
の一方で，白黒をはっきりさせること，事実
関係をはっきりさせること，相手方をこらし
めること，非を認めさせること，といった点

への期待は，訴訟の利用者と同等に強いもの
である可能性がある．(c)手続担当者に対す
る印象や手続への満足度に関しては，行政型
手続の利用経験者において若干評価が低く
なる項目が散見されるが，これは，特に和解
不調事案の経験者の評価が影響している可
能性がある．(d)民間型及び行政型手続の利
用経験者は，ADR について訴訟の利用者より
も肯定的なイメージを持っている可能性が
ある．また，本調査の結果と利用者調査の結
果の対比という観点から興味深いのは，以下
の点である．(e)利用者調査と比較すると，
本調査の回答者の方が，利用した手続の事前
認知度が高いものとなっている．(f)利用者
調査と比較すると，本調査の回答者の方が，
家族や勤務先の受け止め方，家族や勤務先に
迷惑がかかる可能性，問題が公になる可能性
といった点について，手続開始前により強く
気にしている可能性がある．(g)利用者調査
と比較すると，本調査の方が，同席での手続
の比率が高くなっている．(h)手続にかかっ
た期間は，本調査の方が利用者調査よりも長
いという結果となっており，期間に対する評
価や進め方の時間的効率性に対する評価も，
より厳しいものとなっている．(i)利用者調
査と比較すると，本調査の方が，手続担当者
に対する否定的な印象（権威的・威圧的，強
引）が，やや多くなっている．(j)利用者調
査における方が，本調査より，特に手続の進
め方，手続担当者に関して，満足度が高い結
果となっている． 
② 一般市民向けインターネット調査の主要
な結果 
一般市民を対象としたインターネット調査
を実施した．そのデータ分析から得られた知
見をまとめる．まず，これまでの調査の結果
と同様に，本調査においても，約 5人に 1人
は過去 5年間で法律の専門家への相談を考え
るようなもめごとを経験していた．しかし，
もめごとの経験者のうち，14.8％は誰にも相
談していなかった．また，弁護士に相談した
者のうちに約 7割が弁護士にもめごとについ
て依頼をしており，弁護士への相談という最
初のアクセスが実現すると，その後も多くの
事件が依頼へとつながる傾向が認められた．
一方，回答者の ADR に対する知識を尋ねた質
問からは，ADR は人気がないというよりも，
知られていないことが分かった．ADR という
言葉を知っている人の ADRに対するイメージ
は必ずしも悪いものではなく，ADR 法等によ
って制度設計者が意図した通りのイメージ
（廉価な手続，迅速で専門性の高い手続）を
持っている．問題は，80％を超える回答者が，
ADR を全く知らなかった点にある．加えて，
紛争に直面した場合の回答者の考えを尋ね
た質問からは，多くの回答者は紛争に巻き込
まれた場合には第三者の介入を望んでおり，
またその介入の形態としては裁定よりも話
し合いを望む者が多かった．さらに，利用す
る紛争解決手続を選ぶにあたっては，多くの



回答者がその手続にかかる費用，時間，手続
の公正さが気になると答えた．そして，比較
的紛争の価格の低いものについては，裁判所
よりも民間 ADRの利用を望む傾向も認められ
た．現在，存在する民間 ADR の中には，裁判
所よりも低廉な費用で利用ができ，迅速な手
続で解決し，専門家が手続実施者となり手続
の公正さも担保されたものは数多く存在す
るはずである ．インターネット調査からは，
一般市民はそのような紛争解決手続の利用
を望んでいるようにも見え，現実に利用され
ている実績とインターネット調査から浮か
び上がる ADRへのニーズとの間にギャップが
あるように見える．このギャップこそ，ADR
の低い認知度によるものではないだろうか．
裁判所と同じ程度に認知度を高めるにはど
うしたら良いか．一般市民の認知度を上げる
ことも重要であるが，それ以上に ADR へのつ
なぎ役となることが期待される法律専門職
に，ADR の有用性を認識してもらうことが重
要ではないだろうか．調査からは，弁護士な
どの法律専門職に相談した者であっても，
ADR を全く知らない者，また，ADR の情報源
として弁護士が挙げられていない者も少な
からず存在した．反対に，サンプル数は少な
いものの，ADR 利用者の多くは弁護士などの
専門家の支援を受けていた．今後，弁護士等，
実際に市民の紛争に最初に関与する者に対
して，ADR の有用性について理解を深める試
みがより一層必要ではなかろうか． 
③ インターネット調査によるフィールド実
験の成果 
同居して主として自分で世話をするタイプ
の介護および同居するが他の人が主として
世話をするタイプの介護という，コミットメ
ントの比較的大きな介護タイプでは，結論と
して遺族の賠償責任を否定する判決やＡＤ
Ｒの結論は，請求認容判決や紛争事例なしの
対照群よりも，親と同居し自分で世話を行う
おうという意欲が大きく，裁判の萎縮効果は
見られない．同居はせず，自分が世話をする
タイプの介護や同居はせず，他の人が主とし
て世話をするタイプの介護，および親に介護
施設に入居してもらう形態の介護というコ
ミットメントの比較的少ないタイプの介護
では，遺族の賠償責任を肯定した判決にも，
棄却した判決やＡＤＲの結論にも，影響は認
められない．介護経験の有る回答者は有意に，
それがない回答者よりも，コミットメントの
比較的大きな上記 2つの介護タイプで，介護
意欲が大きい．コミットメントが比較的小さ
い上記 3 つのタイプでは差が生じていない．
責任回避行動としての，ベッドに縛り付ける
方法，部屋に外から鍵をかける方法，および
家に開けられないタイプの鍵をかける方法
に対する非難可能性は，責任の否定の場合で
あれ，責任認容の場合であれ，紛争になって
遺族が責任を負う可能性がありうることを
知ると， 非難の程度が和らげられる．介護
経験ありグループと介護経験なしグループ

の比較としては，責任回避行動としての，ベ
ッドに縛り付ける方法，および部屋に外から
鍵をかける方法において，介護経験なしグル
ープよりも介護経験ありグループの方がや
や強く非難する傾向がある．家に開けられな
いタイプの鍵をかける方法に対する非難可
能性の評価の場合は，介護経験ありグループ
と介護経験なしグループの間で差は全く生
じていない． 
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