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　家庭裁判所の家事調停は、夫婦・家族間等の紛争を、当事者間の話合いに

より、互いに納得する解決策を見出していく紛争解決プロセス（制度）です。

　家事調停で扱う事件は、当事者の生活および人生の岐路や転換点にあるも

のがほとんどで、そこには未成年者（以下、「子ども」といいます）の幸福や

福祉に関係する事柄も多く含まれています。

　ですから、そのような家事調停事件に携わる家事調停委員（以下、「調停委

員」といいます）には、当事者の複雑な気持ちや思いをしっかり受け止め、

当事者一人ひとりの置かれている状況にも思いを馳せながら、調停に関与す

ることが求められます。

　なぜなら、それでなくても当事者は、自分の問題で悩んでいるうえ、調停

がどう進められるのかわからない不透明感や、担当調停委員はどのような人

か、話をしっかり聞いてもらえるのか、等さまざまな不安や心細さを覚えて

いるからです。

　調停委員の役割は、当事者間の対話および問題解決を促進することにあり

ます。そこでは、当事者の意向やニーズから離れたケース理解や問題解決は

あり得ず、当事者の意向やニーズをしっかり受け止めていくには、“当事者

に寄り添う”という姿勢が必要になります。

　しかし、“当事者に寄り添う”ことはそう簡単なことではありません。頭

では理解していても、「では、実際どうすればよいか」となると、よくわか

らないのではないでしょうか。

　私は全国各地の調停協会から研修会の講師を頼まれ、講演する機会が何度

かありました。そこにおいて、調停委員の方々の関心が高かったのが“当事

者に寄り添う”ということでした。実際、調停委員に今いちばん求められて

いるのが、この“当事者に寄り添う”という姿勢ではないかと思います。

　そこで本書では、“当事者に寄り添う”をキーワードに、調停委員に求め
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られる基本姿勢と実践技術について、私の知見と調停スキルをご紹介しよう

と思います。

　本書の内容は、以下の私の講演（「　」内は講演のタイトル）がもとになっ

ています（＊は日本調停協会連合会から講師派遣されたもの）。　

　⑴　山口ADR研究会（2008（平成20）年 6月28・29日）：「当事者の納得に

向けた調停の進め方」

　⑵　京都家事調停協会（2015（平成27）年 2月13日）：「実践家事調停学―家

事調停委員に求められるもの―」

　⑶　東京家事調停協会・相続問題研究会（2015（平成27）年 6月20日）：「実

践家事調停学―家事調停の基本技術―」＝調停時報196号に掲載。

　⑷　相模原調停協会（2017（平成29）年） 6月16日）：「実践家事調停学―当

事者理解と話の聴き方」

　⑸　＊長崎調停協会連合会（2017（平成29）年 9月28日）：「今、調停委員に

求められるもの―当事者理解と話の聴き方―」＝調停時報199号に掲載

　⑹　川越調停協会（2018（平成30）年11月15日）：「実践家事調停学―調停委

員の基本姿勢と実践技術―」

　⑺　＊小倉調停協会（2019（令和元）年 8月30日）：「調停委員の基本姿勢と

実践技術」

　⑻　広島家事調停協会連合会・広島家事調停協会共催（2019（令和元）年

12月 7 日）：「“当事者に寄り添う”調停委員の基本姿勢と実践技術」

　⑼　山口調停協会連合会（2021（令和 3）年11月 5 日）：「“当事者に寄り添う”

調停委員の基本姿勢と実践技術」

　私は講演に際し、「楽しく、ためになる研修」をモットーに、調停委員の

皆様には実技と演習問題を用意し、それに取り組む中で楽しく学んでいただ

くようにしました。そうしたところ、調停委員の方々にたいへん好評で、私

自身も大きな手応えを感じてきました。

　そこで、私の講演内容やそのエッセンスを、全国各地の調停委員の方々や
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弁護士、司法書士等の調停関係の皆様にご紹介しようと考えてまとめたのが

本書です。

　本書は以下の考えのもとに書かれています。まず、本書は“当事者に寄り

添う”を中心テーマに据え、それに関連した内容が体系的に書かれています。

　次に、個々の事柄については、単なる説明だけではなく、その背景にある

理論や考え方また実例や具体例を多く紹介するようにしました。

　また、本書には、私が講演で実際に実施している「SOLER」（実技）と「内

的観点からの相手理解」（演習）を載せました。この二つは私の“秘伝スキル”

といえ、私は講演のときに調停スキルのトレーニングとして紹介しているも

のです。

　調停委員の研修会では、主役はもちろん調停委員です。そこで、私の講演

を聞いた調停委員の皆様が、講演および実技や演習に取り組む中でどのよう

な感想や思いを抱いたかを、本書の後半で取り上げることにしました。

　本書のタイトル「“当事者に寄り添う”家事調停委員の基本姿勢と実践技術」

は、前述の⑻広島家事調停協会連合会・広島家事調停協会共催の研修会、お

よび⑼山口調停協会連合会主催の講習会で講演したときのタイトルです。

　本書は「“当事者に寄り添う”家事調停委員の基本姿勢と実践技術」につ

いて、私のもつ知識と実践技術を体系的にまとめたものです。そこでは、最

終的には調停委員はじめ調停に携わる方々のスキルアップを図ることを目指

しています。

　広島および山口で行った講演は、私のこれまでの講演の集大成といえるも

のでした。そのことが契機となって本書を著わすことができ、その意味で私

に講演の機会を提供してくれた広島家事調停協会連合会・広島家事調停協会

および山口調停協会連合会の皆様には、たいへんお世話になり深く感謝を申

し上げます。

　2022（令和 ４）年 7月

飯　田　邦　男
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第 ２章
家事調停で求められる家事調停で求められる
知識と基本姿勢知識と基本姿勢



第 １節　家事調停委員の専門性

　本章では、調停委員の専門性である、価値、知識、技術・態度（第 1 章 ２

⑵参照）について詳しく説明します。

１ 　家事調停における「価値」

⑴　家事調停の「判断材料」

　調停活動では、調停委員に瞬時の判断が求められます。そこで確かな判断

をしていくには、どうすればよいでしょうか。

　ソーシャルワークの場合、ソーシャルワークの実践は瞬時の判断と行動の

積み重ねとされ、その時々にどう行動するかについては、原則として以下の

ようなものが判断材料になるとされています（［ ７ ］）。

　①　法律、通知等　

　②　指針、倫理綱領、行動規範、ガイドライン、マニュアル等

　③　科学的根拠のあるアプローチや支援方法

　④　これまでのさまざまな知見の積み重ねから見出される方向性

　⑤　所属する組織やスーパーバイザーなどから示される方向性

　ここで挙げられている判断材料は、調停における判断材料とほぼ同じと考

えてよいと思います。

　実際調停委員が調停判断をするにあたっては、①法律（民法・家事事件手

続法等）、②裁判所の通達・通知、③調停のガイドラインや手引書、④審判

例や裁判例、⑤調停に関する論稿、⑥裁判所や調停協会等から示される方向
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性等、が参考にされています。

⑵　「価値」の重要性

　しかし、実際の調停場面では、これらの判断材料だけでは判断がつかない

場合があります。たとえば、夫婦関係調整（円満調整）事件において、夫と

妻の間に価値観の違いがあるような場合です。妻は主体的で自由な行動を望

んでいる一方、夫は妻の自由な行動を認めず、それは「妻を思う夫の気持ち

の表れである」と主張するような場合です。

　このような価値観の違いが問題になるような場合、いったい何を基準に、

どう判断すればよいのでしょうか。

　ソーシャルワークにおいては、このような場合には「価値」が登場してき

ます。ソーシャルワーカーは、ソーシャルワークの「価値」を身につけてい

ないと不適切な判断をしてしまう危険性があるため、専門職として共通する

「価値」を身につけ、それを第一義的な判断基準とする必要があるとされて

います（［ ７ ］）。

　調停委員においても「価値」は重要です。念のために説明すると、ここで

の「価値」とは調停委員個々人の価値観ではなく、調停委員として共通にも

つべき「価値」を指します。

　「価値」とは哲学用語で、個人・社会を通じて承認されるべき絶対性をもっ

た本質的性質や特性をいいます（［ ８ ］）。

　そして、「価値」が重視される背景には、対人援助の領域のもつ特性として、

「何をもって善しとするのか」が極めて難しいためです。

　先の例のように妻の価値観と夫の価値観とが衝突しているような場合、ど

ちらも「自分は間違っていない」と考えているわけですから、そこでの判断

は難しくなります。

　ちなみに、哲学者の伊勢田哲治京都大学大学院准教授は、価値観の違い、

ものの見方の違い、目的の違い、といった“立場の違い”に起因する問題に
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ついては、特に合意をとる必要がないときは放置していても構わないが、「な

んらかの合意に達しないといけない状況では、なんとかしてお互いの違いを

擦り合わせていく必要があ」り、価値判断の対立においては、「お互いの価

値判断をそれぞれ尊重しつつ妥協する、といった解決をとらざるをえなくな

り」、「『よりましな回答』はあっても、『正解』はない」と説明しています（［ ９ ］）。

　「当事者の価値観をどう理解するか」、「立場の違いはどう考えればよいか」、

「考え方の違う二人の間の問題は、どう調停すればよいか」等は、最終的に

は家事調停の目指すべきものに基づいて判断されることになります。

⑶　家事調停の基盤にある「価値」

　では、具体的に、家事調停の目指すべきものはどのようなものなのでしょ

うか。家事調停の基盤には、以下のような「価値」があると私は考えていま

す（［ 1 ］）。

　まず、憲法の精神である「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」です。次

に、家事調停自身の「価値」としては、旧家事審判法 1 条の家事調停の目的

（指導原理）であるところの「家庭の平和」と「健全な親族共同生活の維持」、

そして、今重要な「子の最善の利益」です。最後に、ソーシャルワークの価

値であるところの「個人の尊厳の保持」と「社会正義」です。これらを図示

〈図表 ５〉　家事調停の基盤にある「価値」

憲法の精神

個人の尊厳

両性の本質的平等

家事調停の価値

家庭の平和

健全な親族共同 
生活の維持

子の最善の利益

ソーシャルワークの価値

個人の尊厳の保持

社会正義
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すると、家事調停の基盤にある「価値」は、〈図表 ５ 〉のようになります。

　これらの「価値」は、“生のまま”では実際のケース（事件）に使えません。

実際の調停においては、ケース（事件）や当事者に応じてこれらの価値を柔

軟に解釈したり、考え方を当てはめたりすることが求められます。

２ 　専門性としての「知識」

⑴　ADRで求められる「知識」

　家事調停は司法型 ADR ですが、法的な紛争解決手続としての ADR に求

められる知識には、以下のものが必要とされています（［10］）。

　①　当該紛争の適切な解決に必要な実体法・手続法およびそれらの解釈・

運用に関する専門的な知識や能力（法的専門性）

　②　当該紛争領域およびその基盤をなす社会関係についての専門的な知

識・経験（領域専門性）

　③　紛争解決手続についての専門的な知識・経験（手続専門性）……具体

的には、交渉・対話促進のための技術・能力、適切な手続遂行の能力

　ですから、裁判所の調停委員に求められる知識も、同じようなものと考え

てよいでしょう。

⑵　法的専門性

　家事調停においては法知識が不可欠です。法律に規定されている家事調停

事件について、家事事件手続法その他に則って調停手続は進められていきま

す。

　先に家事調停の判断材料として挙げた、①法律、②裁判所の通達・通知、

③調停のガイドラインや手引書、④審判例や裁判例、⑤調停に関する論稿、
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第 ３章
家事調停の実践技術家事調停の実践技術



第 １節　面接に役立つ実践技術

　第 ３章では、紛争解決手続についての専門的な知識・経験（手続専門性）

を説明します。まず、面接に役立つ実践技術です。

１ 　調停技術とツール

⑴　「技術」と「調停技術」

　調停委員には調停技術が必要です。では、「技術」あるいは「調停技術」

とはいったいどのようなものでしょうか。

　『類語国語辞典』（角川書店、2014）によると、技術とは「物事を効率よく

行う特別のやり方や手段」、あるいは「特定の知識と訓練を要する行動や活動」

とされています。

　一方、スキル（技術）の本質的要素は、「ある目標を達成するために効果

的な一連の選択をし、それを実行する能力」で、それは「さまざまな中から

選ばれる合目的的な一連の選択で」、「一連の選択の中には思考、感情、行動

が含まれ」、「それを実行できること」とされています（［28］）。

　そして、スキルの上達とは、「低いレベルに留まっているスキルを、現在

及び将来において望ましいと考えられる方向に変えること」で、「獲得した

スキルを維持するには努力が必要で、ただ毎日実践あるのみ」といいます

（［28］）。

　また、言語学者の金田一春彦氏は、「言語行動を効果的に行うための技術

を『言語技術』と呼」び、技術の問うところは「上手か下手かであって、正
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しいか正しくないかではないから、これでなくてはならぬということはな」

く、目的によく適ったものでさえあれば、どんなものでもよく、また「技術

には＜個性＞がある」と言っています（［5３］）。

　これらの説明を踏まえると、「調停技術」とは「調停活動を効果的・効率

的に行うための特別のやり方や手段」といえ、しかも、それは「特定の知識

と訓練を要する行動や活動」ということになります。

　ところで、レビン小林久子九州大学元教授は、調停者の役割は当事者にで

きるだけ多く話させることだが、「当事者に自由に話させていたら方向づけ

はできない」ため、「この矛盾を解決するために開発されたのが調停テクニッ

ク」で、「調停の技術とは、話合いを『取り仕切らずに』リードする方法」

であると説明しています（［42］）。

⑵　技術とツール

　技術を考える場合、ツールが重要になります。技術が発揮できるのは、

ツールがあるからです。ここでは調停技術の性質について理解するため、大

工さんの技術と比較して考えてみたいと思います。

　大工さんの仕事は家を建てることです。その技術の一つに「木を正確に切

る」という技術が求められますが、その場合技術は〈図表1３〉のように示す

ことができます。

〈図表13〉　大工の技術の図

家
を
建
て
る

自分
（大工）

技術
（正確に切る）

ツール
（のこぎり）

　これを見てもわかるように、技術が発揮されるにはツール（のこぎり）が

必要になります。技術とツールとは一体になっており、ツールなくして技術
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は発揮されません。

　では、調停技術においては、ツールはいったい何になるのでしょうか。

⑶　調停技術における「ツール」

　調停技術においては、〈図表14〉のように、自分自身の中に技術とツール

がいっしょになって入っていることが特徴です。

〈図表14〉　技術とツールの一体化の図

調
停
活
動

自分
（主体）

調停技術
（面接技術）

ツール
（価値観）

　ですから、調停技術においては、ツールは自分自身（価値観・考え方）と

いうことになります。自分自身（価値観・考え方）がツールであり、道具に

なるのです。そのため、調停技術は調停委員自身（価値観・考え方）と密接

不可分な関係になります。

　具体例を挙げると、たとえば調停手続に詳しい調停委員の中には、当事者

に対して調停手続に関する説明を丁寧に行う方がおられます。

　この調停委員にとっては、当事者には「手続に関する詳しい説明が必要」

との認識（価値観・考え方）があり、そのため丁寧に説明を行っているのです。

　調停技術においては、調停委員自身（価値観・考え方）がツールであるため、

調停委員各自の考え方によって調停技術の種類も中味も変わってきます。

　したがって、調停技術を磨いていくには、ツールである自分自身（価値観・

考え方）も同時に磨いていくことが必要になります。
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２ 　面接におけるコミュニケーション

　調停において、当事者とのコミュニケーションはどのようにもてばよいの

でしょうか。

⑴　コミュニケーションの基本形

　面接におけるコミュニケーションの基本は、〈図表15〉にみるように、①

待つ、②聴く、③理解する、④反射する、の四つで成り立っています（［３5］）。

〈図表15〉　面接におけるコミュニケーションの基本

理解する

待つ

反射する 聴く

　具体的に説明すると、以下のようになります。

　①　待つ……クライエントが語り出すのを待つ。語り出すのが困難な場合

は、適切な働きかけをして語り出すのを待つ。そうすると、クライエン

トは思いきって言ってみようという思いになります。

　②　聴く……傾聴する。適切な質問や促しを用いて、クライエントがより

多くのことを語れるように聴く。そうすると、クライエントは「聴いて

くれているな」という思いになります。

　③　理解する……クライエントの語ることを、言語的に理解する、共感的

に理解する、真のメッセージを理解する。そうすると、クライエントは

「わかってくれているみたいだ」という思いになります。
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お わ り に

　私は2014（平成26）年 3月に家庭裁判所（家庭裁判所調査官）を定年退職し、

その後、いくつかの大学で非常勤講師をしています。そのため、定年退職後

は裁判所との接点はなくなりました。

　しかし、ときどき各地の調停協会から講演依頼があり、調停委員の方々の

研修のお手伝いをしてまいりました。そこでは、「調停委員に求められるもの」

や「調停委員の基本姿勢と実践技術」について講演する機会が多いのですが、

研修会の中に SOLER（実技）と内的観点（演習）も取り入れ、調停委員の皆

様に楽しく学んでいただくようにしてきました。

　その結果、講演後には、「密度の濃い研修でした」、「演習もあり楽しく学

ぶことができました」、「調停に活かしていける具体的内容が参考になった」、

「調停委員になりたての方に、ぜひこの話を聞いてもらいたい」等々たくさ

んのご感想をいただき、私自身も調停委員の皆様と一緒に学ぶことに大きな

意義と喜びを感じていました。

　本書で取り上げた SOLER（実技）や「内的観点からの見方」（演習）は、

私の調停技術の中心にあるものです。これらはいわば私の“秘蔵スキル”で

あるため、私はこれらのスキルについては私の過去の著書の中ではあまり詳

しく述べませんでした。なぜなら、それらの“秘伝スキル”は文字ではなか

なかその雰囲気を伝えることが難しく、そのため私の講演を聞いた人に直接

伝授したかったからです。

　しかし、日野原重明先生の著書を読んでいたところ、「知恵は、伝えなけ

れば持ち腐れに終わる」、「とりわけ大事なことは、人生の厚みなくしては知

りえない『知恵』を、若い人にさりげなく伝えることです」という文章に接

し、私の秘伝スキルも「多くの方々に活用してもらうのがよいのではないか」

と考えました。

　そこで、これまで各地の調停委員研修会で講演してきた家事調停に関する
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知識と実践的な調停スキルを、本書にまとめることにしました。

　本書のタイトルにある“当事者に寄り添う”は、広島家事調停協会連合会・

広島家事調停協会の2019（令和元）年度の年間研修テーマです。そこで、広

島での講演のタイトルは「“当事者に寄り添う”調停委員の基本姿勢と実践

技術」としましたが、このテーマは調停委員の方々すべてに関係する事柄で

もあるので、本書のタイトルとさせていただきました。

　本書は先に述べたように、山口ADR研究会、京都家事調停協会、東京家

事調停協会（相続問題研究会）、相模原調停協会、長崎調停協会連合会、川越

調停協会、小倉調停協会、広島家事調停協会連合会・広島家事調停協会およ

び山口調停協会連合会各主催の調停委員研修会で、私が講演した内容がベー

スになっています。

　私は長年「調停論」や「調停技術論」につい研究してきましたが、それと

共に、調停委員の勉強法やトレーニング法についても深く考えてきました。

それらについてはこれまで発表の機会がありませんでしたが、本書によりよ

うやく発表することができ、たいへんうれしく思っています。

　私に得がたい学びの場を提供してくれた、山口ADR研究会、京都家事調

停協会、東京家事調停協会（相続問題研究会）、相模原調停協会、長崎調停協

会連合会、川越調停協会、小倉調停協会、広島家事調停協会連合会・広島家

事調停協会および山口調停協会連合会（新型コロナの感染が収束していない中

で、勇気をもって講習会を開催してくれました）の皆様にはたいへんお世話に

なり、まことにありがとうございました。

　皆様とご一緒に学んだことが本書に実を結び、本書が家事調停委員のほか

弁護士や司法書士等多くの調停関係の方々のご参考になることを願っていま

す。

　最後に、新型コロナの感染拡大の社会状況の中にあって、本書の出版を快

くお引き受けいただいた株式会社民事法研究会と、編集作業においてさまざ

まなご助言とご尽力をいただいた田中敦司さんには厚くお礼を申し上げます。
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　㈱民亊法研究会とは2003（平成15）年に拙著『こころを読む　実践家事調

停学（初版）』の出版についてご相談して以来、19年に及ぶおつき合いにな

ります。

　本書は私の ７冊目の著書になりますが、ここまで執筆を続けてこられたの

も、ひとえに株式会社民事法研究会のご支援とご指導があってのお陰です。

長い間お世話になりほんとうにありがとうございました。
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