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訴訟上の和解の評価には変遷があり、明治時代には当時のドイツ法の影響も
あって和解を勧試することができない時期があったものの、その後は裁判実務
として一般化している。とはいえ、かねてより「和解判事となるなかれ」「和
解は権道である」といった警句が伝えられ、また、判決による規範（判例）形
成の契機と和解の選択のあり方、公害・薬害訴訟における和解による一律的な
（判決を超える）救済の是非といった批判的視座はつねに存在する（し、存在
し続けるべきであろう）。近時は、本書でも引用されるように、和解勧試におけ
る裁判所の手続裁量のあり方を実務的・規範的に論ずる研究も蓄積されてい
る。
これらの指摘に対応して、実務の現状と工夫、和解の理論的意義と限界を実
務家の視点で論ずる優れた書籍も多く、裁判実務の伝統を形成してきた。たと
えば古典といってよいものとして、後藤勇＝藤田耕三編『訴訟上の和解の理論
と実務』（1987年）を挙げることができよう。和解の同時代的意義を広く論じ、
また、事件類型別に和解勧試と判決の関係を具体的に検討する構成をとって、
裁判所の紛争解決機能を正面から認めつつ、研究を深められた。
また、民事調停は、簡裁における手続と地裁での付調停による手続に実務
上・理論上の相違があることに加えて、手続運営に関しても調停委員との協働
のあり方、評議の実務、不調の場合の調停資料の裁判手続における位置付けな
どさまざまな論点が存在する。この分野に関しても、実務家の編によるものと
して日本法律家協会編『民事調停の研究』（1991年）が浩瀚な検討を加えてお
り、さらに近時は評議における法的評価のあり方の再検討が提言されるなど議
論が続いている。
本書は、訴訟上の和解と民事調停のあり方について長く研究を続け実務への
応用を重ねてこられた田中敦判事が、気鋭の裁判官とともに、現時点での実務
および研究の到達点を総合的に論じられた書である。和解・調停の実務上の重
要性はいうまでもないが、実定手続規範が少なく個別性も高いため、手続運営
がアドホックになったり、身近で見聞した例に倣うにとどまる実務家も少なく
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ないと聞く。本書は、上記の事情を踏まえて、事件類型や手続種類に応じた手
続のあり方を実務と理論の双方から説得的に論ずる良書であり、まずは、平成
⚘年改正民事訴訟法の実務の定着を前提に、ADR としての和解・調停をも論
ずるべき令和時代を担う裁判官にとって、自己の手続運営を客観化し向上させ
るヒントに満ちているといえよう。また、弁護士にとっても、自由度が高く当
事者の意向を反映しやすい和解・調停をどのように利用するかは腕の見せ所で
あり、本書は裁判所の手の内を惜しみなく提供するであろう。そして研究者
も、本書により実務的な英知を知るとともにより良い手続規律を検討するため
の手掛かりを得ることができ、三者にとり必読の書と考えられる。
ところで、日本は、欧米からはADR先進国といわれ、アジアからも緻密な
裁判手続と和解的手続の融合を成功させた国と評されているように思われる。
その鍵の一つが裁判所の和解（調停）案提示と説得といった主導性・後見性に
あるのだとすれば、進行する国際化や法化の進展の下で、手続の透明性や当事
者の手続的地位の要請、インフォームド・デシジョンのあり方の変化と呼応し
て、和解や調停手続の実務もさらに進化を遂げるべきことが求められよう。
本書は、そのような展望においても有益な手掛かりを提供するものと考えら
れる。将来の古典の一つとなる可能性を秘めることを指摘して、本書を実務
家・研究者および法曹をめざす方々に広く推薦したい。
令和元年⚘月

京都大学大学院法学研究科教授 山 田 文
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はしがき

は し が き

和解と調停は、裁判所の設営する訴訟や調停の各手続において、裁判官や調
停委員会の主宰のもとで、合意により紛争の解決を図る制度である。これら
は、裁判所が公権的な判断を示す判決と同じく、紛争解決にとって重要な位置
を占め、司法ADRとして、裁判外紛争手続の一翼を担ってきた。
編者は、35年余の裁判官生活のほとんどで民事事件を担当し、この間、東京
地方裁判所および大阪地方裁判所では、建築・調停事件専門部に合計約⚕年半
在籍し、調停事件および建築専門訴訟を担当してきた。今回、民事法研究会か
ら書籍の編集・刊行の依頼を受け、和解と調停を、理論と実務の両面から俯瞰
しようとの意図のもとに、『和解・調停の手法と実践』の名称で、書籍の刊行
を企画する機会をいただいた。折しも、現民事訴訟法の施行後20年が経過し，
平成から令和へと時代が移り、令和⚔年（2022年）には、調停制度発足100周
年という佳節を迎えようとしている。こうした時期に本書を刊行することは、
意義深いことと考えられたため、大阪地方裁判所などの専門部や最高裁判所調
査官など、民事事件等について、豊富な実務経験を有する裁判官や元民事調停
官である弁護士に執筆を呼びかけたところ、多くの方々が趣旨に賛同され、そ
れぞれの専門分野ないし得意分野に参加していただいた。
本書は大別すると、和解・調停に関する理論および実務上の問題についての
論考並びに座談会からなる。論考については、各項目ごとに分量や体裁につい
て一定の基準を設け、執筆をお願いした。執筆者のみなさんには、お忙しい中
をいろいろな注文や多大の無理を申し上げ、脱稿後にも、適宜の修正をお願い
した。そのため、各項目は、執筆者の個性や対象項目の内容により、完全な統
一がとれていないかもしれないが、最低限の統一は図ることができた。また、
座談会は、それぞれの専門分野等で活躍された知識・経験豊富な裁判官や元民
事調停官にお集まり願い、日頃なかなか公表されることのない和解・調停手続
の進め方、説得の技法等に関するノウハウや留意事項について、類書にはない
数多くの内容を盛り込めたのではないかと思う。さらに、長年にわたって、国
内外のADRの研究に携わってこられ、現在はこの分野の第一人者で、編者も
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はしがき

日頃御交誼をいただいている京都大学大学院法学研究科・山田文教授からは、
研究者としてのお立場から本書に対し、御懇篤な推薦文をいただいた。心から
御礼申し上げたい。
このように、本書は、限られた紙数ながら、和解・調停の両面にわたり、理
論面、日頃生起しあるいは直面する種々の実務上の問題に対する解説、運用面
における留意事項など多岐にわたる内容を盛り込むことができ、手続を主宰す
る裁判官等や代理人となる弁護士・司法書士等の専門家にとって、参考になる
ものと思われる。本書が、これら和解・調停に関与する方々が、制度や手続に
ついての知識を習得し、事案の適正・妥当な解決に向けた活動をする際の手が
かりとなり、ひいては、和解・調停の実務の運用の充実・改善にいささかでも
寄与できれば、編者としては、この上ない喜びである。
なお、民事法研究会に元在籍された安倍雄一氏には、本書の企画・具体化、
座談会の開催について多大のお世話になった。同氏の精緻な企画力と、旺盛な
情熱・行動力がなければ、本書が実現することはなかったとも考えられる。ま
た、同社の南伸太郎氏には、安倍氏のあとを引き継がれるとともに、内容・用
語等の調整・統一を行うという困難な作業をしていただいた。両氏に対して
は、この場をお借りして、心からお礼を述べさせていただきたい。
令和元年⚘月

田 中 敦

はしがき
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第1章

紛争解決手続としての和解・調停

Ⅰ はじめに

裁判所が設営する民事紛争解決の制度は、裁判所が公権的に判断を行うもの
と、当事者の自主的・主体的な合意に基礎をおくものとがある。前者の典型は
判決であり、後者の典型は、和解および調停（民事調停）である

⚑
。和解と調停

は、当事者の合意に基礎をおく紛争解決の制度として、共通する面が少なくな
い（両者をあわせて司法 ADR ともいう）うえ、後述するように、近時は、和解
と調停について、それぞれ他方において規定されていた制度を参考にした新し
い制度が導入されている。その一方で、相違点もある。何よりも手続の主体
は、和解が訴訟の係属する裁判所であるのに対し、調停が調停主任（裁判官ま
たは民事調停官）および民事調停委員（以下、本書では単に「調停委員」ともい
う）からなる調停委員会である。この違いが、各手続、説得の方法を規律し、
ひいては、合意の成立にあたって留意すべき事項を決定づけることになる。
本書は、紛争解決手続である和解と調停を、理論上や実務の運用上の問題、
さらには和解条項や調停条項の記載上の留意点など種々の観点から論じようと
するものであるが、本稿は、本書の冒頭でこれらを簡単に概説しようとするも
のである。まず、紛争解決手段である和解と調停について、それぞれの特質お
よびこれを前提として、合意形成に至るまでの手続の概要を述べ、次に、制度
の異同を踏まえたうえで、今後の課題や、和解・調停の主体である裁判所また
は調停委員会（これらをあわせて以下、「裁判所等」ともいう）あるいは代理人に
求められるべき事項を取り上げることとする。

⚑ 和解は起訴前の和解（民訴275条）と訴訟上の和解（民訴267条）とがあるが、ここでは後者を
念頭においている。
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Ⅱ 制度の異同等

1. 紛争解決手続としての和解

⑴ 和 解
和解は、訴訟の係属中に当事者間に合意が形成されて行われる訴訟終了の一
態様である。すなわち、訴訟は、当事者間の紛争について、判決という国家機
関による判断を求めて提起される行為であるが、審理の過程で、当事者間で解
決の意向がある場合には、裁判所が関与して、和解による解決が行われる。民
事訴訟法89条は、裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試
みることができるとする。こうした合意形成の契機としては、当事者双方が、
審理の経過で合意に達する場合や、裁判所が、審理の過程で事案に対する心証
を得たりしたときに、その主導の下に、当事者双方を説得して和解に至ること
があげられる。和解を調書に記載したときは、確定判決と同一の効力を有する
（民訴267条）。
基本的には、判決を求めた訴訟物そのものが和解の対象となるが、それだけ
にとどまらず、関連する他の紛争についても、あわせて解決を図ることが相当
である。他の裁判所や裁判体に係属するもの、審級を異にする訴訟も解決が可
能であるし、原告・被告に関係のある者を利害関係人として、和解に登場させ
ることも可能である。こうして、和解は、訴訟における解決とはいえ、関連す
る紛争もまとめて、解決することができるものである。
⑵ 判決と和解
以前は、裁判所の役割としては、判決による解決が主流であるとの考え方、
すなわち、裁判所は、当事者が求めるように、判決によって紛争に対する解決
を示すべきであって、和解は、安易な事件処理であるなどとして、和解に熱心
な裁判官を「和解判事」と評することもあった。しかし、現在では、このよう
な考え方は採用されておらず、判決・和解のいずれもが、紛争解決にとって重
要な手段である、むしろ、和解のほうが判決よりも実効性が高いなど、種々の
メリットがあるとの見解が一般となってきている

⚒
。現に、平成29年の統計をみ

第⚑編 第⚑章 紛争解決手続としての和解・調停
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ると、和解は、既済事件数に占める割合では、地方裁判所の第⚑審民事通常訴
訟事件では36.3％（⚕万3032件）、簡易裁判所事件では11.1％（⚓万7672件）と、
判決と並んで大きな役割を占めている

⚓
。簡易裁判所事件での和解の割合が少な

いのは、欠席判決などの占める割合が大きいことによるものと考えられる。
⑶ 和解の特質
和解は、訴訟の審理を行った裁判官自らが、心証や審理の経過を踏まえて、
当事者に対し、直接説得を行っていくことになる。このように、最終的に判決
が控えていることは、当事者が和解による解決を選択するうえでの一つの大き
な動機であるともいえる。ただし、それだけに、後述するように、和解手続の
運用にあたっては、留意が必要である

⚔
。

2. 紛争解決手続としての調停

⑴ 調 停
調停は、民事調停法⚑条が規定するように、民事に関する紛争につき、当事
者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする制度
である。調停は原則として、裁判官の中から地方裁判所が選任した調停主任お
よび⚒名以上の民事調停委員からなる調停委員会（民調⚖条）という組織が行
う。調停手続において、当事者間で合意が成立し、これが調書に記載される
と、裁判上の和解と同一の効力を有する（民調16条）。
⑵ 調停における互譲
ところで、調停における上記「互譲」とは、どのように理解すべきであろう
か。以前は、互譲とは、単に譲ることであると理解されてきたため、調停に対
するイメージも、調停委員会がひたすら当事者双方に譲歩を求めて解決を図る
こと、いわば「足して二で割る」、「まあまあ」という形式で譲歩を求め、これ
によって収れんする内容をめざし、合意形成を図るものであるとして、批判が
されてきた。

⚒ 後藤勇＝藤田耕三編『訴訟上の和解の理論と実務』（西神田編集室・1987年）126頁〔大石忠
生〕。
⚓ 平成29年の司法統計（「裁判所データブック2018」35頁）。
⚔ 和解に関する種々の問題については、本書第⚑編第⚒章参照。

Ⅱ 制度の異同等
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しかし、そのような見解は正当ではない。民事調停法が当事者の合意の前提
とする互譲は、あくまでも、調停主任が主宰する調停委員会が、記録や当事者
からの事情聴取の結果を検討し、事案の解決に必要かつ相当な一定の解決を想
定し、これに向けた合意形成を目標として、これに収れんすべく、当事者に対
し、一定の譲歩を求めるものと解するのが相当である。同法14条は、当事者間
に合意が成立した場合であっても、当該合意の内容が相当でないと認めるとき
には、調停を成立させない措置をとることもできることを明文で規定し、調停
委員会に合意内容の相当性についてチェック機能を付与している。この規定
は、上記を念頭においた規定であるといえよう

⚕
。

⑶ 調停委員会
調停は、調停主任が、手続に関与することが特色である。なお、民事調停官
は、弁護士で⚕年以上その職にあった者のうちから最高裁判所が任命し、調停
事件の処理に必要な職務を行う（民調23条の⚒第⚑項、⚒項）。これは、裁判官
と同じく法律の専門家であり、豊富な法的素養をもって民事事件を扱う弁護士
が、裁判官と同等の権限をもって調停手続を主宰する制度であり、手続の主宰
者を多様化することによって、調停の紛争解決機能を充実強化することなどを
目的として創設された制度である。
調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事紛争の解決に有用な専門的
知識経験を有する者または社会生活のうえで豊富な知識経験を有する者で、人
格識見の高い者の中等から、最高裁判所によって任命され、調停委員会で行う
調停に関与するほか裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知
識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件につき意見の
聴取を行ったりする（民調⚘条⚑項）。
⑷ 調停に代わる決定
調停に代わる決定（民調17条）は、裁判所が事案の解決のために一定の見解
を示す制度である。特定調停事件では以前、大量に調停に代わる決定が活用さ
れていたが、同事件の大幅な減少などにより、現在では、必ずしも広く活用さ
れているとはいいがたい。しかし、当事者からの異議がない限り決定の内容が

⚕ 互譲に関する考え方を含め、調停に関する種々の問題については、本書第⚑編第⚓章参照。

第⚑編 第⚑章 紛争解決手続としての和解・調停
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Ⅲ 和解と調停の課題

確定し、調停と同じ効力を有するという制度設計は、妙味であり、現に、この
制度を盛り込んで創設された労働審判は、労働関係事件の早期かつ円満な解決
に大きく寄与しているほか、簡易裁判所事件については、和解に代わる決定
（民訴275条の⚒）として、同旨の制度が盛り込まれた。調停に代わる決定は、
別の項目で述べる

⚖
ように、その活用を図るべきであろう。

Ⅲ 和解と調停の課題

1. はじめに

以上述べたように、和解と調停とは、中立・公正な裁判所で実施され、法律
の専門家である裁判官が関与する手続として、制度的には類似した面がある反
面、異なるところもあるから、和解と調停に言及する場合には、その違いを理
解しておく必要がある。とはいえ、両者は、基本的には共通する面が多い。和
解に代わる決定と調停に代わる決定、裁判所の定める和解条項と調停委員会の
定める調停条項など、共通するような制度もあるし、非訟事件手続法の改正に
より、非訟事件においても、調停とともに和解をすることや、専門委員も活用
できるようになった。したがって、事案に応じて、適した手続が選択されるべ
きである。

2. 説得のあり方等

和解と調停の手続では、当事者に対する説得活動が重要な位置を占めている
が、この説得は、必ずしも容易ではない。近時は、代理人と本人との関係が以
前からやや変化してきたようにも思われる。以前は、代理人が、本人を強力に
説得して、和解や調停に至ることが少なくなかったが、最近は、裁判所や調停
委員会の意向をそのまま本人に伝えたり、裁判所や調停委員会に本人の説得を
委ねる事案が、決して珍しくないように思われる。このことと関連するかもし
れないが、平成12年に司法制度改革審議会が実施した民事訴訟の利用者調査に

⚖ 本書第⚑編第⚖章参照。

Ⅲ 和解と調停の課題
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第⚑編 第⚑章 紛争解決手続としての和解・調停

引き続き、民事訴訟制度研究会が、継続して実施してきた利用者調査のうち、
直近の平成28年に実施した、三度目の利用者調査である「日本の民事裁判制度
についての意識調査」で、和解に対する満足度が、判決事件と比べて低いとの
結果が得られた

⚗
。その原因については、現在研究会内で分析が行われている

⚘

が、今後の説得のあり方を考えるうえで重く受け止めるべき問題であろう。

3. 専門的知見の導入

和解・調停のいずれの手続についても、専門的知見を有する専門家の関与が
得られる。そして、調停においても非訟事件手続法33条⚑項により、専門委員
を活用することが可能となった。
もっとも、専門的知見の導入にあたっては、留意すべき点がある。和解と調
停は、前記のとおりその手続が明らかに峻別されているはずである。しかし、
訴訟事件を付調停にしたうえで、当該訴訟と調停とを同時に実施するという、
いわゆる並進方式をとった場合には、調停で選任された専門家調停委員が、和
解にも出頭しているかのような外観を呈する。また、訴訟係属中に訴訟事件を
調停に付する付調停（民調20条）では、裁判官が単独あるいは専門家委員⚑名
の⚒名で、調停手続を行うという運用もないではない。しかし、このような運
用では、外見上和解と調停との区別が判然とせず、当事者、時には当該専門家
にとってすら、現在いかなる手続が行われているのかが明らかではないことが
ある。この点は、手続を主宰する者として、心しなければならない。

4. 手続の透明性

和解と調停は、いずれも当事者による合意形成をめざし、柔軟な手続で紛争
を解決しようというものである。しかし、前述した和解・調停における合意の

⚗ 今回の調査では、和解の肯定割合が判決のそれを上回る項目が初めてなくなり、特に、「法律の
公正さ」の項目では、和解が12ポイント以上低いという、大幅な差が生じている（満足度調査212
頁）。
⚘ この調査を踏まえた関係者の分析として、「2016年民事訴訟利用者調査の分析」論究ジュリ28号
（2019年）158頁以下がある。この中では、裁判手続に対する当事者の期待が変わったのではない
か、事件類型の変化が何か関係しているのはないかという意見も出されている（同178頁〔垣内秀
介発言〕）。

第⚑編 第⚑章 紛争解決手続としての和解・調停
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Ⅳ 裁判官・代理人として留意すべき事項

相当性に照らしても、双方の意見ないし考え方を単純に足して二で割るという
のではなく、あくまでも、めざすべき一定の解決内容を念頭におき、これに向
かって説得を行うべきである。その際には、当事者それぞれに対して行うとい
う交互方式の慣行がある。しかし、このような手続については、裁判官や調停
委員会が相手方に何を話しているのか不明であり、手続の透明性を欠くのでは
ないかとの指摘もあり、こうした懸念を踏まえて、近時は、当事者双方が同席
する場で和解・調停を進める同席和解・調停という手法もある。また、海外の
ADR の中には、その主宰者と裁判所の判断者や手続を峻別するなどの手続準
則を定めているものもあるようである。そのため、わが国における現行の和
解・調停の説得のあり方について、交互面接方式などに典型的にみられるよう
な、外部から可視化できない、いわゆるブラックボックスであるとして、改善
方を求める指摘もある。
しかし、法制度は、普遍性が求められる一方で、各国の社会制度に即したも
のである必要もある。上記のような準則は、わが国における ADR において
も、いまだ確立していない。また、裁判所の和解・調停は、それなりの実績が
あるところ、事案によっては、従前の紛争の経緯などから、当事者の対立が激
しかったり、不測の事故防止という観点から、同席和解・調停を全面的には実
施できない案件も存在する。他方、次回の手続説明等、当事者双方が理解を共
通にするのが望ましい場面と、個別の説得の場面とで、相互立会と交互立会と
を使い分けるという工夫も行われている。このように、手続を主宰する裁判所
としては、手続の公正・透明性にも留意し、できるところから改善を図ってい
くことが望ましいであろう。

Ⅳ 裁判官・代理人として留意すべき事項

1. はじめに

民事訴訟法⚒条は、裁判所および当事者双方の責務として、「裁判所は、民
事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民
事訴訟を追行しなければならない」と規定し、民事調停法22条が準用する非訟

Ⅳ 裁判官・代理人として留意すべき事項
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