
シンポジウム「法定審理期間訴訟手続の問題点」 

進行次第 

日時：2022年11月29日（火）午後6時～午後8時 

場所：大阪弁護士会館12階1203会議室・Ｚｏｏｍ 

主催：近畿弁護士会連合会 

共催：大阪弁護士会、京都弁護士会、兵庫県弁護士会 

奈良弁護士会、滋賀弁護士会、和歌山弁護士会 

司 会 中山 仁美 会員（滋賀弁護士会） 

１  開会の挨拶 近畿弁護士会連合会  理事 井﨑 康孝 

２ 法定審理期間訴訟手続についての報告 

（１）法定審理期間訴訟手続の規定が設けられるまでの経緯及びその問題点 

秋山 健司 会員（京都弁護士会） 

（２）同手続の問題と民事裁判制度に与える影響、今後必要な取り組み 

国府 泰道 会員（大阪弁護士会） 

３  講 演 

「法定審理期間訴訟手続の理論上の問題点」 

鶴田 滋 氏（大阪公立大学法学部長・大学院法学研究科長・教授） 

４  意見交換 

   進行担当  正木みどり 会員(大阪弁護士会) 

裁判官経験者に聞く 

 森野 俊彦 会員（大阪弁護士会） 

 岡  文夫 会員（京都弁護士会） 

 工藤 涼二 会員（兵庫県弁護士会） 

   参加者より 

５  閉会の挨拶 

近畿弁護士会連合会 司法問題対策委員会 委員長 中村 吉孝 

【ご参加にあたってのお願い】 

※ Ｚｏｏｍにて参加の方は、ご質問・ご意見はチャットでお願いします。直接のご発言ではな

く進行担当の方で適宜、読み上げさせていただく方法になりますが、予めご了承ください。時

間の関係で対応できない場合はご容赦ください。チャットでお寄せいただいたご質問・ご意見

は今後に活かして行きたいと思います。 

※ Ｚｏｏｍにて参加の方は、シンポジウム終了後（Ｚｏｏｍを終了すると）、アンケートの回

答ページに移動いたしますので、当該ページからご回答ください。 

※ 会場参加の方は、ご質問・ご意見用紙ならびにアンケート用紙をご活用ください。 



シンポジウム

「法定審理期間訴訟手続の問題点」

報 告 書

２０２２年１１月２９日

主 催 ： 近畿弁護士会連合会 

共 催 ： 大阪弁護士会、京都弁護士会、兵庫県弁護士会、 

奈良弁護士会、滋賀弁護士会、和歌山弁護士会 
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第１ はじめに 

 

民事裁判のＩＴ化のための民事訴訟法等の改正法が２０２２年５月１８日に成

立し、その中で審理期間を限定した「法定審理期間訴訟手続」が新設された。 

 

最高裁判所は、民事裁判のＩＴ化を検討していた民事裁判手続等ＩＴ化研究会

において、２０１９年４月、突然、主張や証拠を制限し、審理期間または期日回

数を限定する簡易な訴訟手続の新設を提案した。その後、主張や証拠を制限する

規定は削除し、期日回数ではなく、審理期間を制限する訴訟手続として提案した。 

審理期間を限定した訴訟手続は、外国にはなく、そのことは国会審議で法務省

も認めた。本格的な論文はなく、学会､弁護士会などでシンポジウムが開催された

こともない。通常訴訟以外の訴訟手続を新設するという大きな問題であるが、十

分な検討や議論がされたとは言いがたい。 

法務省が行ったパブリックコメント（意見公募手続）において、中間試案が示

した審理期間を限定した訴訟手続（「新たな訴訟手続」）の新設について賛成意

見は少なく、反対意見が多かった。その後、修正が加えられて「法定審理期間訴

訟手続」として提案された内容についても、近畿の弁護士会を含む全国の１１の

弁護士会が反対あるいは慎重審議を求める会長声明を発表した。主婦連など主要

消費者団体が反対の共同声明を発表し、新聞の社説は拙速な裁判になると警鐘を

鳴らした。国会でも議論がされ、野党はこの訴訟手続を設ける民事訴訟法の改正

に反対した。しかし、この手続の新設を含む改正民事訴訟法が２０２２年５月に

賛成多数で可決成立した。 

改正法のうち、この手続にかかる部分は２０２６年５月２４日までに施行され

る。 

 

近畿弁護士連合会の司法問題対策委員会は、審理期間を限定する訴訟手続が提

案されて以降、情報を集め、問題を検討してきた。法律ができ、今後の民事裁判

に大きな影響を与えることが予想されることから、管内の弁護士会の司法制度を

検討する委員会の協力を得て、シンポジウム準備委員会を設け、この訴訟手続が

設けられるまでの経緯と、この訴訟手続の目的、問題点を調査検討した。 

それを報告するシンポジウムを２０２２年１１月２９日に開催する。本報告書

は、調査と検討の結果をまとめたものである。 
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第２ 提案から改正法までの経緯 

 

１ 民事裁判手続等ＩＴ化研究会  

 

（１）民事裁判手続等ＩＴ化研究会で最高裁が提案 

ア 民事裁判手続等ＩＴ化研究会について 

２０１８年６月に閣議決定された「未来投資戦略２０１８」は、そのなか

で、民事裁判手続等のＩＴ化の実現をめざすとし、法務省は２０１９年度中

の法制審議会への諮問を視野に入れて検討・準備を行うとした。法務省は、

民事裁判におけるＩＴの利用等とそれに伴う民事訴訟法改正を検討するた

め、２０１８年に最高裁と法務省が参加する民事裁判手続等ＩＴ化研究会（以

下「ＩＴ化研究会」という）を設けた。ＩＴ化研究会は商事法務研究会の中

に設けられ、民間団体であるとされているが、法務省の委託事業として設置

・運営されている。 

ＩＴ化研究会は、座長が山本和彦一橋大学教授、委員は学者４人（座長を

含む）、弁護士３人（いずれも東京３会）、オブザーバーとして司法書士、

関係省庁として最高裁４人（冨澤賢一郎民事局総括参事官ら）、法務省５人

（大野晃宏民亊局参事官ら）の構成であった。 

 

イ 最高裁が特別な訴訟手続を提案 

ＩＴ化研究会は、２０１８年７月２４日に第１回が開かれ、２０１９年３

月２８日の第８回までが第１読会であった。 

第２読会に入ったあとの２０１９年４月１７日の第９回に、最高裁は、突

然、「特別な訴訟手続を提案した。第１読会では提案がなかった事項であっ

た。資料９－２の「電子手続に特化した訴訟手続の特則」とイメージ図が提

出された。資料９－２によると、「当事者の主張や証拠を限定し、期日回数

又は期間も限定する訴訟手続」とされている。会議では、電子手続と関係が

ないのではないか、審理計画とどう違うのか、不服申立をしても同じ裁判官

では不服申立の意味がないのではないか、弁護士の選任は要るなどの意見が

出た（第９回議事要旨の１４頁～２２頁、資料と議事要旨は商事法務研究会

のホームページに掲載されている）。 

２０１９年７月２６日の第１２回に具体化した訴訟手続が提案された（資

料１２－４）（議事要旨２８頁～３７頁）。質疑があり、弁護士の委員から、

判決に異議を申し立てても裁判官は判決に熟したと判断していたはずで結審

を急ぐのではないか（３０頁）、この手続になじむ事件類型があるのか（３

１頁）という意見が出た。 

また、同年９月１９日の第１３回に資料１３－３が提出された（議事要旨

３５頁～４３頁）。７月の会議もそうであったが、９月の会議も多くの議題
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があり、その中での討議であった。最高裁は、当初の提案では、証拠につい

ては厳選するとしていたが、資料１３－３で、即時取り調べることができる

証拠に限定した。また、ニーズについて、最高裁はニーズはあると思うと答

えたが、改正法成立までニーズの有無、程度などについてアンケートや聴取

などの調査は行われなかった。第１３回会議で、最高裁は、一つの例として

は、B to B（企業対企業）の事件で事前に交渉が十分にされ、争点が非常に

明確になっており、証拠も十分に集まっている事件や、交通損害賠償請求事

件で過失相殺の割合のみが争点になっているケースなどを挙げた（４０頁）。

しかし、このような事例は、現行法でも双方代理人と裁判官が協議して比較

的早期に和解または判決で解決している。その他、第１３回会議では、積極

的同意とするか異議がないことでよいとするか、訴訟代理人が付いている場

合に限定するかなどについて意見が出た。弁護士としては、リスク回避のた

め利用しないことになるとの意見も出た（３９頁）。 

最高裁は、２０１９年７月の資料１２－４と同年９月の資料１３－３では、

期日回数を限定する案は撤回し、審理期間を限定する案に一本化した。主張

立証の制限については、主張書面は原則３通まで、文字数やページ数も統一

し上限を設ける、証拠は即時取り調べることができるものだけとした。第１

回期日から原則６か月以内に結審する、判決には異議を述べることができる、

異議があれば結審前の状態に戻る、双方に訴訟代理人がいるときに認めると

した。 

２０１９年１１月２０日の第１４回に資料１４が提出され、その１頁～３

頁（目次）、６４頁～７６頁に「特別な訴訟手続」の記載がある。被告が異

議を言わなければ特別な訴訟になる案と、共同申立を要件とする案の二つが

併記された。討議は、議事要旨２頁、３頁と１１頁～１５頁に記載がある。

このときも特別な訴訟手続の検討に使われた時間は全体の５分の１程度であ

った。現行法の計画審理、審理計画の制度が使われていない原因を調べるこ

とが必要だとの意見が出た（１４、１５頁）。最高裁は、「今回の提案では、

要件等についてではなく、訴訟手続の特則を設けることについて引き続き検

討するとしています。私自身は忸怩たる思いがありますが、制度を創設する

か否かも含めて検討するということです。」と述べた（１４頁）。制度案ど

ころか制度の是非について意見がまとまらず、最高裁は、制度化の是非を検

討してもらうものだとして引き続き検討するという意見に賛同を求めた。し

かし、後に検討することになった法制審部会では、賛否についての意見は出

されたが、ニーズの有無、内容、程度や、弊害、危険性の有無、内容、訴訟

制度としての法学上の検討、外国法制の検討、現行法の審理計画との関係な

どについて調査、検討がされることはなかった。 

２０１９年１２月１３日の第１５回（最終回）に資料１５として研究会の

報告書の案が提出された。報告書案の７０頁～８２頁に「特別な訴訟手続」

5



に関する記載がある。報告書も基本的には同年７月と９月に発表していた制

度内容を踏襲した。ただ、原告が特別訴訟を提起し、被告が通常訴訟への移

行を申し出ないときに特別訴訟が行われるとする案に加えて、共同申立てと

する案も併記した。 

報告書は、２０１９年１２月に「民事裁判手続等ＩＴ化研究会報告書 ー民

事裁判手続のＩＴ化の実現に向けて－ 令和元年１２月 公益社団法人商事法

務研究会」として発表された。 

 

ウ 民事裁判のＩＴ化と関係がない提案 

この訴訟手続の提案は裁判のＩＴ化と関係はない。現にＩＴ化研究会の第 

１読会の間に特別訴訟制度の提案はなく、検討が一巡し、第２読会になって

からの提案であった。この間に提案を求める何らかの動きがあった可能性が

ある。最高裁は第１読会で提案しなかった理由を明らかにしていない。 

ＩＴ化研究会で最高裁が提案したときも、電子手続の利用と関係はないの

ではないかとの意見が出た。法制審部会でも、主婦連の委員と連合の委員か

ら、民事裁判のＩＴ化と関係がなく、ここでの審議が必要か、適切かとの疑

問が出された。 

 

エ 最高裁は非訟手続や和解に代わる決定を検討 

最高裁は、非訟手続として新設することも検討していたようで、２０１９

年４月に提案した際には、非訟手続として制度化することもありうるとして

いる（資料９－２の注２）。しかし、非訟手続は、「法律上の実体的権利義

務の存否を終極的に確定する民事訴訟事件の裁判と異なり、裁判所が実体的

権利義務の存在を前提として合目的な裁量によってその具体的な内容を定め

るもの」（最高裁平成１６年１２月１６日決定）で、非訟手続で人々の権利

義務を裁判することはできないとするのが最高裁の判例（最高裁昭和３５年

７月６日大法廷決定）であり、学説の通説である。最高裁の提案は、裁判を

受ける権利を軽視したと言わざるを得ない発想に立つものであった。 

また、最高裁は、２０１９年７月２６日の第１２回会合に「和解に代わる

決定」の制度を提案した（資料１２－１の「各論８、９（２）（訴訟の終了、

上訴その他）の中に記載されている）。和解に代わる決定は、裁判所はいつ

でも「和解に代わる決定」という名前の決定を出して裁判を終わらせること

ができるという制度であった。判決のように理由を書く必要がなく、裁判官

にとって負担は軽減する。発想において特別な訴訟手続と共通するものがあ

る。和解に代わる決定の提案は、IT化研究会の報告書には入ったが（７０頁

～８２頁）、法制審部会で反対が多く、部会の答申では採用されなかった。 

 

オ 弁護士らの反対 
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ＩＴ化研究会でも、弁護士の委員からは、提案に慎重な意見が出ていたが、

大阪の弁護士有志３１９人は、２０１９年１１月、ＩＴ化研究会に対し、「特

別訴訟制度」の新設と「和解に代わる決定」の新設に反対する意見書を提出

した。 

 

（２）民事裁判手続等ＩＴ化研究会の報告書 

ＩＴ化研究会は、２０１９年１２月１３日の会合で報告書「民事裁判手続の

ＩＴ化の実現に向けて」をまとめ、発表した。その中で、意見の一致を見られ

なかった項目も論点に含めているとしたうえで、引き続き検討することにして

はどうかという表現で、特別訴訟制度と和解に代わる決定の制度を論点として

残した。 

報告書は、この手続について、「企業間の紛争（ＢtoＢの事件）の一部で見

られるように、事前交渉が十分にされており、争点が明確で証拠も十分に収集

されている事件や、原告が早期の被害回復を望んでおり、被告も速やかに裁判

所から一定の判断がされることに異議がないような事件（交通損害賠償請求事

件や発信者情報開示請求事件）などにおいては、双方当事者ともが早期の紛争

解決を望んでいるものと考えられ、この特別な訴訟手続になじむものと思われ

る。」（７３頁、７４頁）とした。 

しかし、ここに例示されたような事件は、双方の訴訟代理人と裁判官で協議

することで現行法でも早期に和解または判決で終わらせることが可能である。

発信者情報開示請求事件は、その後、別途立法措置が施されている。ＩＴ化研

究会は、この訴訟手続と憲法が定める裁判を受ける権利との関係、近代訴訟の

原則との関係、立法事実があることについての根拠について十分な検討をして

いない。上記のようなケースに「なじむ」とするが、必要であるというわけで

もなく、訴訟手続を新設する提案として十分な根拠を示していない。 

 

 

（３）法務大臣が法制審に諮問 

法務大臣は、２０２０年２月、法制審議会に対して「民事裁判手続のＩＴ化 

について」と題する諮問（第１１１号）をした。諮問事項は、「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一層、適正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など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。」であった。 

なお、特別な訴訟手続の新設は諮問事項の例示された事項には入っていない。

法務省は、国会審議において、法務省が諮問したのは民事裁判のＩＴ化であっ

て、審理期間を限定する訴訟手続の新設を諮問したことはないことを認めた（衆
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議院２０２２年４月１５日法務委員会鈴木義弘委員の質問に対する答弁）。 

法制審議会は、諮問事項の審議のために民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会を設

け、部会は２０２０年６月から審議を始めた。 

 

２ 法制審議会 

 

（１）民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会の審議 

ア 民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会について 

部会長は山本和彦一橋大学教授、委員は１９人、幹事が９人である。 

部会の第１回は２０２０年６月１９日に開催されたが、民事裁判の IT化は 

審議されるべき事項が多く、「特別な訴訟手続」が初めて審議されたのは第

３回であった。そして、毎回審議されたのではなく、特別な訴訟手続につい

ての討議がされたのは、パブリックコメント終了までが第３、６、８の計３

回で、パブリックコメント後は、第１６、１８、２１、２２回の計４回で、

かつ、それぞれの会議の一部の時間帯であった。第９回は中間試案について

討議されたが新たな訴訟手続については若干の質疑があっただけである。議

題の多さに比べて審議の時間が足りず、たとえば第６回会議は「和解に代わ

る決定」の議題もあったが、予定の時間になり、積み残しになった。 

 

イ 第３回会議（２０２０年９月１１日） 

（ア）第３回部会に「特別な訴訟手続」の新設の提案が初めて取り上げられた。

法制審の事務局（波多野関係官）が提案を説明した（部会資料１５頁以下、

議事録３９頁）。「一定の事件において、当事者が望む場合には、終局ま

での期間や期日の回数を制限するなどの訴訟手続の特則を法定することに

ついて検討することの提案をするもの」とされている。 

 

（イ）この日の会議の特徴的な発言は次のとおりである。 

この当時の制度案は、ＩＴ化研究会報告書にある特別な訴訟手続であり、

それについて議論された。 

最高裁の委員は、期間の予測可能性を高めるものと述べた。 

弁護士の委員は、日弁連の２０２０年６月の意見書を提出し、「特別な

訴訟手続には賛成できない」と説明した。弁護士の委員は、賛成できない

理由として、①証拠が全面的に開示されていない状況で審理期間の予測は

難しい、②現在の裁判に改善する余地があるとしても、一定の類型の制度

創設の理由にはならない、③主張や証拠が制限されると、ラフジャスティ

ス、不十分な判断になり、結果として司法に対する信頼を損なうのではな

いか、当事者に不利益が及ぶ可能性がある、当事者の選択という自己責任

化するのは問題があるなどと述べた。 
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別の弁護士の委員は、①この制度では裁判に熟していなくても期間がく

れば判決にならないかという懸念が日弁連の議論で指摘されている、②訴

訟前あるいは当初に想定されていなかった主張や証拠が出ることがあり、

弁護士でも予測するのは容易でないと述べた。 

消費者団体と労働組合の委員も、裁判のＩＴ化との関係及び制度の当否

に疑問を呈した。消費者団体の委員は、ＩＴ化部会の場で審議される必要

性があるのか疑問である、福岡地裁での「迅速トラック」の取組みの結果

を聞きたい、消費者問題の裁判では、証拠の偏在や資金的な差があり、迅

速を強調されると懸念があると述べた。労働組合の委員は、特別な訴訟手

続は、あらかじめ準備をしていた原告側が有利になると思う、解雇が争い

になる労働事件で労働者側が不利であると述べた。 

経済団体の委員は、いくつかの企業に意見照会をしたら、反対はしない

という意見であったことを紹介した。 

企業の委員は、企業は訴訟に長く人的リソースを拘束されるのなら新し

いビジネスにつぎ込んだ方がよい、短い期間で公的な判断が出るのは歓迎

すると述べた。 

司法書士の委員は、企業間の建物賃貸借の事件、本人訴訟などで需要が

あると思う、簡易裁判所の事件でも使えるようにするのがよいと述べた。 

学者の委員は、計画審理との関係が問題になる、法１４７の３の審理計

画では十分でないのかという意見を述べた。 

その他の発言もあり、終わりに部会長は引き続き検討すると述べた。 

 

（ウ）この日の会議の問題点は次のとおりである。 

ＩＴ化研究会の報告書が資料として配布されたが、その説明はない。非 

   法律家も委員にいるが、制度や手続の説明はされていない。 

また、法学界での議論の状況や、この手続の訴訟制度としての特徴、外

国にはこのような訴訟制度はないこと、裁判を受ける権利との関係などに

ついて資料の提出や、説明、議論がない。 

立法事実を示す資料や外国の法制などの調査結果（行っていないと思わ

れるが）などがいずれも、法務省からも、ＩＴ化研究会で期間を限定した

制度を提案した最高裁からも、提出されなかった。 

限られた時間で審議され、一通り発言しただけで終わった。２度以上発

言した人はわずかである。 

 

ウ 第６回会議（２０２０年１１月２７日） 

（ア）午後１時３０分開始の会議で、特別な訴訟手続の議題は午後４時２０分

からであり、午後５時２６分に終了した（資料の通しページ２０頁以下、

議事録３５頁から４２頁）。裁判のＩＴ化の法改正に含めたため、十分な
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時間をとることができていない。 

この日、法制審事務局（波多野関係官）が資料１０により「甲案、乙案」

と丙案（新たな訴訟手続を設けない）を作成したとして、甲案と乙案の手

続を説明した。従前は「特別な訴訟手続」という名称であったが、「新た

な訴訟手続」という名称に変わった。 

 

（イ）この日の議論における特徴的な意見は次のとおりである 

消費者団体の委員は、現行法のままで早くしようと思えばできることも 

あると思う、それができない理由を明らかにして次に進むのがよい、新た

な仕組みを作る前にやることがあるという意見であると述べた。 

企業の委員は、企業としては、期間の予測可能性を高めることと迅速化

は進めてほしいので賛同する、甲案か乙案かについてはいいところと課題

もあると思うと述べた。 

弁護士の委員は、裁判官は新たな訴訟手続と通常事件を処理できるか疑

問があると述べた。 

弁護士の委員の一人は、新たな訴訟手続を作ることに賛成であると述べ

た。なお、日弁連は２０２０年６月の意見書で特別訴訟手続を作ることに

賛成できないとしていた。 

裁判官の委員は、期間の予測可能性がある制度を設けることに大きな意

味があると考えていると述べた。 

裁判官の委員は、主張、証拠の選別や期日での充実した議論のためには、

訴訟代理人が選任されていることが不可欠だと思うと述べた。 

学者の委員は、審理計画がセットで付いている乙案がよいと思う、現行

法で審理計画を作るときに訴訟代理人を義務付けていないこと、不起訴の

合意、仲裁の合意も代理人が義務付けられていないことから代理人の要件

はなくてよいと思うと述べた。 

弁護士の委員は、権利の処分などと異なり、訴訟の進行や審理計画の作

成などについては、経験がない本人が適正に判断して対応するのは困難で

あり、弁護士強制で考える必要があると述べた。 

司法書士の委員は、甲案がよい、本人でも利用したいというときは認め

るべきである、訴訟代理人が付けば利用されなくなると述べた。 

部会長は、会議の終わりに、今日が実質第一読会に近いことであった、

いろいろな意見が出た。今日の議論を踏まえて、中間試案に向けて事務局

で検討してほしい。「和解に代わる決定」が残ったが、予定の時間になっ

たので、残しにして今日の審議は終わると述べた。 

 

（ウ）この日の議論については次の問題点があった。 

第１に、部会長の最後の発言にあるように、実質第１読会であったが、 
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   制度を新設するか否かという基本的な点の議論がされていない。すなわち、 

   日弁連から、賛成できないとする意見が出ており、委員からも、前回の部 

   会で、現行法でできることはないのか、審理計画を使えないのか、福岡方 

   式などの運用で対応できないのかなどの意見が出たが、その点の議論がさ 

   れていない。 

第２に、手続の議論の前に需要の検討、議論が必要であるが、それは十

分でないままに手続の議論がされた。 

第３に、乙案が出された経緯が不明である。弁護士の一人の委員の前回

の会議の発言が基になっているように思われるが、明らかでない。 

なお、乙案は審理計画を作るところに制度の基本的な特徴があるが、パ

ブリックコメント後の新しい案では審理計画の作成は必須でない。 

 

エ 第８回会議（２０２１年１月２２日） 

（ア）法務省の事務局（波多野関係官）から、部会資料の「第６ 新たな訴訟

手続」の説明がされた。中間試案も甲乙丙の３案（丙案は「新たな訴訟手

続に関する規律を設けない」）として意見を聞くことにしたいとの説明が

あった。 

 

（イ）次のような発言があった 

消費者団体の委員は、新たな訴訟手続には反対であると述べた。 

最高裁（民事局長）の委員は、私は甲案を支持する、ただ乙案との併用 

   もありうると思うと述べた。 

その他、申立の時期を第１回までとしなくてよい、あるいは審理期間は

当事者が合意した期間を認めるのがよい、本人訴訟でも認めてよいなどの

意見が出た。 

部会長は、パブリックコメントでは甲乙丙の３案について意見を聞くこ

とにしたいと発言した。 

 

（ウ）審理期間を限定することができる根拠や訴訟制度としての適否、立法事

実の精査など、訴訟制度を新設する際に必要と考えられる基本的な調査、

検討、議論がされていないのは、前の２回と同じである。この日は、中間

試案としてパブリックコメントに出す案についての議論として行われ、中

身のある議論はされていない。 

 

オ 中間試案を公表（２０２１年２月） 

２０２１年２月１９日の第９回会議に中間試案たたき台について討議がさ

れ、中間試案がまとめられた。新たな訴訟手続については甲案と乙案の関係

をどうするかなどについて質疑があっただけである。 
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法務省は２０２１年２月に「民事訴訟法（ＩＴ化関係）の改正に関する中

間試案」と事務当局作成の「補足説明」を法制審のホームページに掲載して

公表した。 

新たな訴訟手続については、甲、乙、丙の案が提案された。 

【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 ⑴ 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。 

６ ⑴ 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。 

７ ⑴ 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
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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。 

３ ⑴ 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。 

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。 
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４ ⑴ 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。 

  また、（注）として、対象事件の限定、訴訟代理人が付いている事件に限

定するなどの点についての案が記載された。 

 

カ パブリックコメント（意見公募手続） 

（ア）パブリックコメント（意見公募手続）の実施 

法務省は、行政手続法に基づいて、民事訴訟のＩＴ化に関する中間試案 

についてパブリックコメント（意見公募手続）に付した。期間は２０２１

年５月７日までとした。 

 

（イ）結果の発表 

法務省は、２０２１年６月２１日パブリックコメントの結果を法制審の 

ホームページにおける IT化部会の６月１１日の議事録に「部会参考資料

１１」として掲載した（「新たな訴訟手続」は１１３頁から１３９頁）。 

法制審部会では、２０２１年６月１１日の部会で資料として配布された

が、分析や報告、討議はされなかった。９月の部会で法務省の事務局は新

たな制度案を出すことを表明した。そして、１０月の部会で新たな制度案

を出した（詳しくは後述）。 

 

（ウ）結果の概況 

丙案（甲案も乙案も設けない）の賛成が最も多かった。各地弁護士会、 

消費者団体、労働団体などが丙案賛成で、新たな訴訟制度は甲案も乙案も

設けるべきでないとした。抽象的に迅速な裁判に賛成する意見が経済団体

等にあったが（１３０頁）、制度案について具体的に言う意見は少なかっ

た。 

甲案に賛成する団体は、裁判所と司法書士会だけであった。日弁連は甲

案に反対を表明した。 

乙案はほとんど賛成がなかった。賛成は一つの弁護士会（第一東京弁護
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士会）だけであった。裁判所は乙案には反対であることを表明した。日弁

連は、乙案についてこのままでは賛成できないとした。 

制度の是非について基本的なところで意見がわかれ、具体的な制度案に

ついても意見がわかれており、部会の審議期間中に結論が出せるような状

況でなかった。 

 

（エ）主な意見 

a 甲案に関する意見（１１５頁～１１８頁） 

賛成は、裁判所と司法書士会であった。日本司法書士会連合会は、代 

    理人の選任を必要的としないことを条件として甲案に賛成するとした。 

    理由は、民訴法は本人訴訟を原則としているとし、この制度について弁 

    護士強制にすると、本人訴訟の原則に影響するからであるとした。 

反対は、日弁連、札幌弁などであった。理由は、手続保障が不十分で

あり、裁判を受ける権利の保障という観点からも適切でない、現在の平

均審理期間は外国に比べて遜色ない、異議があれば、かえって長くなり

うる、近代訴訟制度に反する、裁判に熟していないのに判決が出るおそ

れがあるなどであった。 

 

ｂ 乙案に関する意見（１１８頁～１２０頁） 

賛成するのは、一つの弁護士会（第一東京弁護士会）だけであった。 

同弁護士会も、実効性に疑問がある、審理計画策定の期間に制限がない

ので迅速な審理が達成できない結果となるとも思われるという意見で

あった。 

そのままでは賛成できないというのが、日弁連などであった。日弁連

は、「乙案の要件・効果に疑問があり、このままでは賛成できない。」

とした。日弁連は、新たな訴訟手続を設けるのであれば、必要性や、導

入されることで当事者の訴訟上の権利が制約される程度、導入に弊害が

ないかなど、導入の合理性を支える立法事実を精査する必要があるとし

た（３つの案に共通する意見として紹介されている）。 

裁判所は、乙案に反対した。理由として、乙案は甲案のような証拠制

限がないから、通常訴訟と変わらない、審理計画の策定には時間や労力

を要することが多く、かえって迅速な審理を妨げる場合があるとする。

裁判所は、証拠制限に賛成であり、審理計画を作ることに反対であるこ

とがわかる。裁判所は、乙案について、実効的な手立てもなく、通常の

訴訟手続の下で、審理期間のみ短縮することを目指すことは、充実した

審理をかえって阻害しかねないという意見であった（１２０頁）。しか

し、この意見の内容は、主張や証拠の制限の規定がない改正法の法定審

理期間訴訟手続にも当てはまることではないかと考えられる。 
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また、裁判所は、「乙案では、控訴審で改めて精密な争点整理が求め

られるといった事態が生じかねないため、控訴審での規律等について検

討すべきである」とする（１２０頁）。趣旨が判然としないが、期間を

限定した訴訟を設けると控訴審の現在の審理との関係で検討を要する

ことに言及したものと考えられる（しかし結局、その後、法制審部会で

控訴審との関係について検討されることなく改正法に至った。この点、

後述する）。 

 

ｃ 丙案に関する意見（１２０頁～１２９頁） 

丙案（新たな訴訟手続を設けない）に賛成するのは、消費者団体、労 

働団体、各地弁護士会などで、回答で一番多い。数だけでなく、意見の

内容も多岐にわたっている。 

丙案に賛成する理由は次のとおりである。 

（a）裁判のＩＴ化と関係がない 

今般の法改正で議論されるべきでない（各地弁護士会、主婦連

など） 

（b）立法事実がない 

この意見が多い。具体的な意見は次のとおり。時間がかかる事 

案にはその理由がある（主婦連）、審理期間の短縮は、それな

りに達成されている（関弁連、有志弁等）、簡易迅速な手続に

適する事件は、今でも早期に解決されている（多数）、どうい

う事件を念頭においているのか明らかでない（長野弁）、立法

事実が明らかでない（神奈川弁、大弁）、審理計画は実務で使

われていない（大弁、有志弁）。 

（c）不十分な審理につながる 

この意見も多い。具体的な理由は次のとおりである。 

審理期間を 6か月以内とすることで、主張や立証の機会を制限 

され、不十分な審理、粗雑な審理や、誤った判断がされる危険

性が高まる。国民の裁判を受ける権利の保障の観点から問題が

ある（各地弁護士会、消団連、労働団体など多数）。 

裁判をするのに熟したときに判決をするという法 243 条に反

する（関弁連）。 

乙案も、期間内にできる主張と立証に限られる（消費者団体）。

憲法３２条の趣旨を逸脱する（長野弁、神奈川労連など）。本

末転倒だ（全国青年司法書士協議会）。 

訴訟の初期には予測できなかった主張立証が必要になること

もある（東京地評など）。 

（d）異議申立権、通常の手続への移行申述権の問題 
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異議も同じ裁判官であり、手続保障として十分でない（仙台弁、

東京地評など多数）。期間限定という制度目的と矛盾する（有志

弁など）。 

（e）効果に疑問を呈する意見 

第１回までの期間、審理計画の期間などが考慮されていない

（自由法曹団）、迅速化に資する事件はわずか（神奈川弁）。 

（f）通常の訴訟に悪影響がある 

充実した審理をしなくてもよいとする訴訟観を生み出しかね  

ない（関弁連など）、支部などでは実施がされず、支部の低下に

なるおそれ（関弁連）、小規模庁などでは、他の通常事件への影

響、後回しになるおそれ（大弁、自由法曹団など）。 

（g）その他の意見 

訴訟手続と非訟手続の区分や訴訟と仲裁との区別を不明確に  

する（神奈川弁）、審理の迅速化は裁判官の増員、証拠収集方法

の拡充などによって行われるべき（東京地評、神奈川弁など）、

福岡地裁でかつて迅速トラックを試みられたが、簡単な事件は特

別な手続は不要であり、他方、期間を定めると立証が制約される

懸念があり、乙案にも反対である（福岡弁）、選択肢を増やすこ

とは国民にとってわかりづらい裁判制度につながる（個人）、当

事者間に格差があるときに新たな訴訟手続を定めた契約書に拒

むことが困難である（個人）。 

 

ｄ その他の意見 

パブリックコメントの報告書の「その他の意見」の主な意見を紹介す

る（１３０頁から１３２頁）。 

経済団体から次の意見があった。 

甲案は異議制度があり長期化のリスクがある。乙案は共同申立、積極

的同意に負担感がある。改善させて併存、あるいは長所を取った手続が

よい（商工会議所）（１３０頁）。 

甲案、乙案に限らず、新たな訴訟を設けることには賛成。審理期間だ

けでなく、審理計画を定める方が望ましい（経団連）。 

 

e  中間試案の「注」に記載された点に対する意見 

（a）対象事件の一部除外の点 

日弁連や連合は、消費者事件や個別労働事を除外することに賛成す

る意見であった。これに対し、裁判所は、一部事件を除外することに

反対する意見を出した。すなわち、裁判所は、消費者事件や個別労働

事件でも、「合意を基礎として行われる手続であるうえ、裁判所が相
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当でないと認めるときは、通常の手続によるのであるから、消費者や

労働者が十分な準備をすることができずに新たな訴訟手続に巻き込ま

れるような事態は実際には考えられない」として、対象事件の限定に

反対した（１３３頁）。裁判所は対象事件を無制限に広くしておきた

いのが本音であることが、この意見からもわかる。 

この点について有志弁護士から、格差があるのは、消費者事件、個

別労働事件に限らない、この 2類型だけを除外しても、この制度の問

題は解消しないとの意見が出た。 

 

(b) 弁護士が付いている事件に限定するか 

弁護士が付いている事件に限定する案に賛成するのが、裁判所と日弁 

連であった。理由は次のとおりである。 

裁判所は、「専門的な知識、経験が不可欠である」（１３５頁）、「本

人訴訟において、審理の見通しを立てたうえで、新たな訴訟手続を利用

するかどうかを適切に判断することは難しく、この場合にも、新たな訴

訟手続によることは本人の利益保護に欠ける結果となりかねない。」（１

３５頁）とした。 

また、弁護士会は、適した事件の判断は専門家でないとできない（日

弁連）、訴訟活動に長けた者が関与しなければ、当事者の権利を確保し

ながら手続を進めることは困難である（一弁）、合意の意味・内容を十

分に理解するのに、専門家の選任が要る（広島弁）とした。 

これに対して、司法書士会は、弁護士強制に反対する意見であった。

理由として、次のことが述べられた。訴訟代理人を依頼しない当事者で

も迅速な紛争解決制度のニーズはある（日司連等）、少額訴訟でも被告

に弁護士が付くと、ほとんどは通常訴訟になっており、新たな訴訟が機

能するのは、むしろ本人訴訟の場合だ（広島書士会）。 

 

キ パブリックコメント後の審議 パブリックコメントの内容を尊重していな

い 

（ア）丙案（いずれの制度も設けない）は無視された 

意見募集では、「新たな訴訟手続」について、いずれの制度（規律）も 

設けないとする丙案に賛成する意見が一番多かった。甲案と乙案の制度に

反対する理由も多数述べられていた。 

しかし、２０２１年９月３日（第１６回部会）の部会資料２２では、反

対の意見の一部を１０行で紹介しているだけである。しかも、「新たな訴

訟手続を設けるのであれば」と書き始めた上で紹介している。丙案賛成の

意見は、「新たな訴訟手続を設けるのであれば」ではなく、「新たな訴訟

手続の規律を設けるべきではない。」という意見なのであり、この引用の
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仕方は誤導と言わざるを得ない。 

意見募集では、反対意見（丙案賛成）の理由として、前述のとおり、憲

法の裁判を受ける権利、法的審問請求権を侵害すること、日本の訴訟は外

国に比べて早いこと、制度の必要性が乏しいこと、外国にこのような制度

はないこと、本格的な論文も無く法学的検討ができていないこと、ＩＴ化

と関係がないこと、などの重要な指摘があったが、部会資料２２ではそれ

らの記載がなく、検討がされた形跡が見られない。 

そして、部会資料２２の「検討」は、すべて制度化を前提にした記述に

なっていて、意見募集の結果を反映していないと言わざるを得ない。 

 

（イ）判決は要点だけでよいとする新たな提案 

部会資料２２で突然、「新たな訴訟手続の判決は、要点を記載すること 

で足りるとすることが考えられる」との全く新しい提案がされた。 

２０２１年９月３日（第１６回部会）という、答申案をまとめていく段

階に至って、これまで全く審議がされておらず、意見募集にもかけられて

いないにもかかわらず、訴訟制度の極めて重要な部分である「判決」の制

度について新たな提案をすること自体不適切である。 

判決には、事実認定と主文に至る理由を記載することが近代訴訟制度の

柱である。ところが、部会資料２２は、判決の理由は要点でよいという。

理由のある判決を求める権利は、憲法の裁判を受ける権利の１つである法

的審問請求権が求めるところである。また判決は公共財としての性格も持

つのに、これを否定するものであった。 

 

ク 修正案の提案（２０２１年１０月１５日 第１８回部会） 

２０２１年１０月１５日（第１８回部会）で、後に作られた要綱案にかな 

り近い修正案が提案された（部会資料２６（新たな訴訟手続））。 

後の要綱案との主な違いは、判決について、「新たな訴訟手続による審理

と裁判」という言い方で、判決を要点だけにする（判決は事実の要点と主要

な争点についてだけ書く）ことも、制度の柱の一つとされていたことである。 

 

ケ 部会資料３０（２０２１年１２月１７日第２１回部会） 

（ア）名称の変更 

   「申述に基づく法定審理期間訴訟手続」（仮称）に変更された。 

（イ）部会資料３０は危険性を述べながら、対応する制度設計になっていない 

部会資料３０は、「説明」で繰り返し、「基本的に、この規律が適用さ 

れるには、訴訟代理人の関与が必要である」と記載するが（裏返せば、当

事者の訴訟上の権利を制約する極めて問題の大きな制度であることを認め

ていると言える）、規律としては「訴訟代理人の関与」の制度的保障をし
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ない。また同じく繰り返し、「当事者の申述や同意を通じて、適切に事件

の選別がされていくことが必要」とも記載しているが、本人訴訟にも適用

される制度であり、「適切な事件が選別」される保障はない。訴訟代理人

にしても、責任のある選択と手続の進め方が困難である。 

部会資料３０は、「説明（想定している事件類型等について）」で、「念

頭に置いている事案」を記載し「適切な選別が必要」とするが、そのよう

な事案は、そもそもこのような重大な問題のある制度を設ける必要性が無

い。しかも、「想定している事件類型に適用する」制度設計ではなく、民

事事件一般に適用されるのであって、この記載は誤導と言える。 

部会資料３０は、「説明（手続の開始における裁判所の判断基準（困難

であると認めるとき）について）」で、「当事者間に証拠の偏在や経済力

に格差がある事件については、…この規律による…ことは適切ではない」

と認めながら、結局は何らの制度的保障もなく、裁判所の「困難であると

認めるとき」の判断に委ねるだけであった。 

部会資料３０は、「説明（訴訟代理人が選任されていない場合の取り扱

いについて）」で、訴訟代理人が就いていない場合には適切な判断も困難

であることや、「申述や同意をしたとしても、判断が誤っていることが少

なくない」ことさえ認めている。それだけ重大な問題のある制度であるこ

とを認めながら、「訴訟代理人が選任されていないケースは、特段の事情

がなければ、『困難であるとき』に該当すると解される」として、裁判所

の判断に委ねるものであった。 

 

（ウ）部会資料３０の段階では、申述または同意は、「第２回期日ないし最初

の争点整理期日まで」とされた 

部会資料３０は、「説明（申述または同意をすることができる時期等に

ついて）」で、部会資料２６が「いつでも申述または同意ができる」案だ

ったところ、期間の予測可能性に反するとの批判を意識したのか、第２回

期日または最初の争点整理期日までに限っている（しかし、最終的には、

申出又は同意の時期は限定しない改正案となり、制度目的とされたはずの

期間予測の明確性は大きく失われることとなったのである）。 

 

（エ）制度目的から「迅速化」の言葉が消えた 

部会資料２６でも既に制度目的から「迅速化」が消えていたが、部会資

料３０の「説明」の１項で述べている制度目的も、「判決までの審理期間

の予測可能性を高める観点」だけになっている。 

 

（オ）判決について再修正案 

部会資料３０は、新たに規律１０を提案し、判決書の内容（規律新１５）
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を規律新１０とセットとし、（注）を新たに記載している。証拠調べをす

る期間が満了するまでに、判断すべき事項を当事者と確認し、判決は請求

の趣旨と請求原因の要点を記載し、理由は確認した事項についてだけ記せ

ばよい、という再修正案である。 

前述のとおり、２０２１年９月３日の部会で具体案ではなく「考え方」

として「要点を記載するだけの判決」という突然の案を示し、１０月１５

日にようやく具体案が出され、１２月１７日に再修正案が出されたのであ

る。しかし、判決の理由に記載する対象である「当事者と確認する事項」

とは何か、どのような判決になるのか、通常訴訟の判決と違う「判決」を

なぜ導入しなければならないのか、その民事訴訟制度に及ぼす影響はどう

なのか、等について十分な検討・議論はされていない。２０２２年１月に

は部会答申をまとめなければならないという、最終期限が切られた中での

最終盤の提案は、このこと一つを取ってみても極めて問題であった。 

 

（カ）要綱案で定めていること以外は、最高裁規則で定めるとしている 

         この要綱案は、これまでの訴訟制度と異なる「訴訟制度」を設けるには、

あまりに規律が少ない。しかも、パブリックコメント以降に出てきた手続

も多数あり、それがまた要綱案で変わる等している。 

期間限定訴訟は、当初の「特別な訴訟手続」、「新たな訴訟手続」の甲

案と乙案、最終の「法定審理期間訴訟手続」と、名称も内容も変遷してき

たのであり、十分な検討ができていない項目があり得た。重要な論点も含

めて残りは最高裁規則に委ねることは、あまりにも問題が大きい。 

 

（キ）簡易裁判所でも適用されることになった 

部会資料３０は、「説明（簡易裁判所での手続について）」で、「必要 

的移送によって地方裁判所に移送すべきとの意見」を否定している。 

しかし、簡易裁判所は本人訴訟の割合が高く、裁判所が省力化のために

この制度を濫用する可能性が制度的に否定できない。 

 

コ 部会資料３１（２０２２年１月１４日第２２回部会） 

（ア）変更点 

２０２１年１２月１７日の案（部会資料３０）が「裁判所は、第５の 

規律（本手続のこと）による審理及び裁判をすることが困難であるとき」

としていたところを、「裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の

負担の程度その他の事情に鑑み、第５の手続により審理及び裁判をするこ

とが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるとき

を除き…」との文言に変更した。 

そして、部会資料３１－２の「説明」で「対象から除く事件類型」との
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表題 の項目で、規律２により「『当事者間の衡平を害し』との表現を用

いることとし、当事者間に格差があり、この手続を使うことが当事者間の

衡平を害するケースは、この手続を使うことができないことを表現する」

とし、「個人と企業との間の製造物責任を争う事件や、個人と企業との間

の公害紛争事案などは、除外されることになる。」とする。また、「『適

正な審理の実現を妨げると認めるとき』との表現を用いることとし、・・

・証拠等を期間内に適切に提出することができないケースや、訴訟代理人

が選任されておらず、訴訟代理人が選任されているのと同視し得るような

事情もないケースでは、この手続を使うことができないことを表現するこ

ととしている。」とする。 

しかし、要件上、除外事由とされる事件類型は、消費者契約事件と個別

労働事件の２類型のみである。説明２項の「対象から除く事件類型」との

表題は、事実を反映しないものと言わざるを得ない。 

「説明」２項では「この手続を使うことができないことを表現する」と

しているが、規律２は、「・・・を除き、第５の規律による・・旨の決定

をしなければならない。」であるから、除外事由に該当しない限り、裁判

所はこの手続による旨の決定をしなければならない。そして「当事者間の

衡平を害し」または「適正な審理を妨げる」という抽象的な規定に該当す

ると裁判所が認めたときには、例外として裁判所が「この手続を使わない

との決定をすることができる」との趣旨になると考えられる。 

しかも、申出あるいは同意をしている当事者が、わざわざ規律２につい

て判断してくれと言うわけはなく、規律２の適用可能性は、裁判所が自ら

規律２に該当するかどうかを判断する気になるか、ひとえに裁判所の判断

に委ねられている。両当事者がこの手続を使おうとして申出（または同意）

をしているときに、あえて裁判所が、この抽象的かつあいまいな「基準」

に基づいて、「裁判所はこの手続にすることを認めません。」との決定を

するということは、実際上期待できない。この期間限定訴訟が、最高裁が

制度導入を望んだものであることは、裁判官は知っているのであるから、

よほどのケースでなければ、期間限定訴訟の利用を否定することはしない

と考えられる。 

また、部会資料３１の「説明」は、訴訟代理人が選任されていないケー

スは、原則として、この規律によることができないことなどを明らかにす

るために、「適正な審理の実現を妨げる」との文言を加筆したとする。そ

して、「説明」は、「訴訟代理人が選任されているか、それと同視し得る

事情」が無ければ「適正な審理の実現を妨げる」場合に該当するとするが、

果たして裁判の現場でそのように運用されるのかとの懸念がある。わが国

の民事訴訟法は基本的に本人による訴訟ができることを認めているとい

うのが法務省の意見である。すなわち、誰が使える制度であるか（誰が使
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えない制度であるか）という重要な基準が極めてあいまいである。 

また、例示されている「製造物責任」「公害紛争」などは、きわめて特

殊な事案であり、むしろもっと一般的な事件で「当事者間に証拠や情報に

格差がある事件」が、極めて多いのであるが、それら多くの事件が、この

規律２の表現で「除外」されるのか、懸念される。この手続は、制度的に

は、本人訴訟にも適用される制度であり、適切な事件が選別される保障は

ない。 

 

（イ）裁判所主導で使える制度にする発想が露呈していた 

この案の段階では、当事者が申出ないし同意する期限は、規定上「第２ 

回期日ないし最初の争点整理期日」までであった。しかし、裁判所の方は、

この手続の利用を当事者に促したいと考えれば、どの時点でも「申出また

は同意をする日」を定めて、当事者にこの手続の利用を勧めることができ

るという制度案になっていた。 

要綱案の説明では、「当事者のイニシアティブ」の言葉が繰り返される

が、むしろ裁判所主導で使える制度にする意図が、ここにも見られる。 

 

（ウ）判決の判断すべき事項を確認する時期の繰り上げ 

要綱案は、新たに規律１０を提案し、判決書の内容（規律新１５）を新 

１０とセットとし、（注）を新たに記載している。しかも、「判断すべき

事項を確認する時期」について、部会資料３０では「証拠調べをする期間

が満了するまで」としていたところ、要綱案では「攻撃・防御方法の提出

期限まで」に繰り上げている。 

要綱案では、証拠調べが終了するより前に、判決で判断すべき事項を確

認することになる。これは、人証を調べる証拠調べの流動性（時に主張を

見直す契機になったり、争点とされたものがそうでなくなったり、逆に新

たな争点や証拠調べの必要性が浮かび上がったりする可能性）や、証拠調

べの価値を軽視するものである。 

最近の裁判の傾向として、人証調べが軽視され、裁判官には「主張と書

証で結論を出せる」という人さえあるが、今回の要綱案の規律１０は、こ

のような発想が反映していると考えられる。 

終結から１か月で判決を書くのは大変なので、攻撃防御方法の提出期限

までに「判決で判断すべき事項を確認」して、証拠調べが終わる前から判

決作成に取り掛かるという事態が懸念される。 

そもそも、わが国の民事訴訟は事前の証拠収集が十分にできないため

に、人証の証拠調べが審理で重要な部分を占めることが少なくない。反対

尋問で新たな事実が出ることもある。それが判断すべき事項に入っていな

い可能性もありうる。そのような場合は通常訴訟への移行申立ができる手
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当てをしていると言われるのは、現実的でない。当事者の立場からは、本

来終結するはずの時期にまで至っているのに通常訴訟への移行申立てを

するのは、裁判官の心証や印象悪化の懸念や相手当事者の反発を考えて実

行しにくいであろう。裁判官の立場からは、証拠調べをしてみて「確認し

た事項」についての判断だけで判決を書くことは問題だと仮に思ったとし

ても、あえて通常訴訟に移行させることは現実には困難であると考えられ

る。このような「判決」を判決として認める制度にしたことは、訴訟制度

として重大な問題を抱えるものとなった。 

 

サ 部会答申（２０２２年１月２８日第２３回部会） 部会資料３２ 

変更点は、部会資料３１の規律３（「1又は２の申出又は同意は、口頭弁 

   論の最初の続行の期日又は準備的口頭弁論若しくは弁論準備手続の最初の期 

   日まで（裁判所が申出又は同意をすべき日を定めた場合には当該日まで）す 

   ることができる。」）が削除されたのみである。すなわち、申出又は同意の 

   時期が限定されないこととなった。これは、制度目的とされた「期間予測の 

   明確性」が大きく損なわれる修正だった。 

この日が最終部会であり、要綱案の法定審理期間訴訟手続については消費

者団体から出ていた委員が反対したが、賛成多数で部会で承認された。 

 

 

（２）法制審の答申 

    ２０２２年２月１４日に開催された法制審総会において、部会で決定された

要綱案について、日弁連推薦委員は法定審理期間訴訟手続に反対意見を表明し、

同手続が含まれていることから、採決には棄権した。その他の委員が賛成し、

要綱案を答申することが承認された。 

 

（３）法案 

   「第７編 法定審理期間訴訟手続に関する特則」として、「第５編 手形訴訟

及び小切手訴訟に関する特則」「第６編 少額訴訟に関する特則」の次におかれ

た。条項としては民事訴訟法３８１条の２から同３８１条の８である。なお、判

決に対する異議による執行停止関係の条文が加わっている。 

本篇の次は「第８編（従来の第７編） 特則手続」である。 
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３ 国会 

 

（１）衆議院における審議 

 

ア 審議経過 

令和４年３月８日  民事訴訟法改正法案が衆議院に提出 

        ３月２３日 法案趣旨説明 

       ３月２５日 参考人から意見聴取・質疑 

           山本和彦（一橋大学大学院教授） 

          小澤吉徳（日本司法書士会連合会会長） 

         別所直哉（紀尾井町戦略研究所株式会社代表取締役） 

         松森 彬（弁護士） 

       ４月１３日 質疑①（与党質問） 

       ４月１５日 質疑②（野党質問） 

       ４月２０日 質疑③（野党質問）、討論、採択 

           賛成：自民、維新、公明、国民 

         反対：立民、共産 

       ４月２１日 本会議 採択（賛成多数により可決） 

 

イ 法定審理期間訴訟手続に関する衆議院法務委員会の審議の概要 

（ア）本制度の立法趣旨についての説明 

a 現行法には民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を

設ける規定はなく、当事者において裁判所の判決がされるまでの期間を

予測することは困難であり、それが訴訟による紛争の解決をちゅうちょ

させる要因となっているとの指摘がある。 

そこで、当事者の審理期間や判決の時期に関する予測可能性を高める

ため、本制度を設けた。 

b （審理期間を限定するために、事実上、主張や証拠が制限されてしま

い不十分な審理になるのではないかといった懸念に対する制度対応とし

て） 

当事者双方がその利用を希望している場合に限りこの手続を開始する

こととしていること、一旦この手続が開始された後も、判決後であって

も、当事者の一方は、相手方の同意を要することなく、通常の手続での

審理を求めることができることとしており、対応できている。 

c 単独事件は６割が半年で終わり､７８％は 1年以内で終わっており、短

期間で終わるべきものは終わっている、期間を限定するような制度を設

ける必要はないとの指摘に対して、法務大臣は、それは運用によるもの

で、制度上明確でない、やはりそういった制度が必要と答弁した。 
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d 一方当事者の意向で通常訴訟への移行を認めると、期間の予測可能性

が阻害されるのではないかとの質問には、答弁できていない。 

 

（イ）法制審等での審議過程での調査不足について 

         議員から、立法にあたってどのような調査をしたのかといった質問がさ

れたのに対して、法務省は以下の通り、ほとんど調査をしていないことを

自ら認めた。 

① 最高裁が期間限定裁判を提案した際に、その基礎となる論文や調査

報告書はなかった。 

② 「制度の必要性の調査」をしていない（調査報告書もない）。 

③ この制度の対象を判断するために必要になる「現在の訴訟の種類別

の審理期間の調査、分析」をしていない､ 

④ 効率化、迅速化等の目的で前の法改正で新設された「審理計画」の

制度はほとんど使われていないが、その調査、分析も行われていな

い。 

⑤ 迅速化等のために試行された「福岡迅速トラック」の件数その他の

調査、分析をしていない。 

⑥ 外国には本制度のように期間を限定する制度はないと答弁した。外

国でも訴訟の期間の問題は関心が高いと思われるが、どうして外国

には本制度のような制度がないのかについては調査していない。法

務省は、外国で設けていない理由を答えるのは難しいと答弁し、見

直しのため今後海外調査をするかもしれないと答弁した。（しかし、

制度を設けてから調査するのではなく、制度化する前に行うべきで

はないのかと考えられる。） 

 

（ウ）訴訟代理人要件について 

a 法務省は、本人訴訟で本制度が利用されると主張立証が尽くされない

リスクが生じることを認めて、本制度の利用は訴訟代理人が選任されて

いる場合でないと認められないと考えていると説明した。しかし、法律

上そのような規定を置いていない。その理由について、法務部を設けて

いる企業が当事者になるような場合は、訴訟代理人が選任されている場

合と同視できるとして、その場合に制度利用を認めるためであると説明

した。 

しかし、法務部を設置しているような企業が本人訴訟をするとは考え

難く、このような答弁は詭弁であると言わざるを得ない。 

b 訴訟代理人要件を法律で定めなくても、訴訟代理人が就いていない場

合は「適正な審理の実現を妨げると認められるとき」にあたるとして、
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裁判所が決めることができると答弁した。 

 

（エ）裁判所からの制度利用の促しについて 

         裁判官がこの制度の利用を勧めることがあるのではないか、それを禁

止する必要があるのではないかとの指摘に対して、法務省は、訴訟代理

人がいることが前提の制度であり、代理人が適切に判断できるはずであ

るから、裁判所からの促しがなされても弊害はないと答弁した。 

また、裁判所が誘導することはないと思うとも答弁した。 

 

（オ）その他 

a 何回くらいの期日を予定しているのかの質問に対して、期日回数を予

想するのは、困難だが、集中的、高い頻度になることが予想される。 

6 か月に 4 回の期日を入れるとなると、これまでと変わらないのでは

ないかとの質問に対しては、高頻度で期日を入れる、期日間のやりとり

も増えるはずだと答弁した。 

b 契約書などで事前の合意がされるのではないかとの質問に対して

は、契約書などで合意していても､訴訟行為としては有効でないと答弁

した。 

c 判決の事項をなぜ限定するのかとの質問に対しては、簡単な判決を認

めるという趣旨ではないと答弁した。 

ｄ 「当事者間の衡平を害する」場合は認めないというが、どういう場合

かとの質問に対して、当事者間の証拠に偏在があるような場合を想定し

ており、手続き当初でも、属性などなどから判断できると考えると答弁

した。 

e 他の裁判に影響しないのかとの質問に対しては、この手続きでは集中

的に審理する必要がでてくることもあるが、そのことによって他の事件

が後廻しになることはないと答弁した。 

 

ウ 討論 

      討論では、立憲民主党と日本共産党が反対意見を述べた（４月２０日）。 

      反対理由として述べられていたのは、以下のような理由である。 

① ＩＴ化の法律案にＩＴ化とは関係のない法定審理期間訴訟手続を

盛り込んだこと 

② 立法事実が見えないこと 

③ 制度導入に当たっての調査が不十分なこと 

④ この手続きは国民の裁判を受ける権利を侵害する危険性を有する

こと 
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⑤ 一方の判断で通常訴訟への移行を認めることは、審理期間を予測で

きるという制度目的と矛盾すること 

⑥ 簡易な判決の蓄積は、国民の権利を後退させること 

⑦ 当事者間の不均衡があるのは、消費者契約事件と個別労働契約事件

に限られないが、それら当事者にも本手続が利用される恐れがある

こと 

 

エ 衆議院法務委員会の採決 

    ２０２２年４月２０日、賛成多数により可決。 

 

オ 衆議院本会議 

２０２２年４月２１日 賛成多数により可決。 

 

（２）参議院における審議 

 

ア 審議経過 

２０２２年４月２８日 参議院法務委員会①（参考人質疑） 

参考人は、杉山悦子（一橋大学教授）、小澤吉徳

（日本司法書士会会長）、国府泰道（弁護士） 

５月１０日 委員会② 

５月１２日 委員会③ 

５月１７日 委員会④（その後、委員会採決） 

５月１８日 参議院本会議 採決（賛成多数により可決） 

 

イ 法定審理期間訴訟手続に関する審議の主な内容 

（ア）立法事実の有無について 

複数の委員から、立法事実があるのかがよくわからないとの意見があっ

た。具体的にどのような調査をしたかとの質問に対して、法務省は、民事

裁判利用者の調査の結果と法制審の部会において委員から出た意見を参

考にしたと述べた（５月１０日６頁）。法制化のための具体的な調査はし

ていないことが明らかになった。 

（以下では古川禎久法務大臣の答弁は大臣と記載する。記載がない場合

は金子修民事局長の答弁である）。 

委員から、特別に複雑な事件は別にしておおよその期間は今でも予測で

きるのではないかとの質問があった。法務省は、それには直接答えず、事

案の性質によってさまざまだと思うが、一定の期間内に終わるのであれば

利用したいという人がいるのであれば、そのようなニーズに応える制度を

作る意味はあると理解すると答えた（５月１０日６頁）。 
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最高裁は、民事訴訟利用者調査の結果が、訴訟の期間の予測が困難であ

ることが訴訟の利用を躊躇させていることを示しているかのような説明

をしたが、民事訴訟利用者調査にはそのようなデータはない。法務省は、

参議院において、民事裁判利用者調査から期間の予測可能性が低いことが

裁判をちゅうちょさせていると言えるかとの質問に対して、法制審の部会

で委員に民事裁判利用者調査の結果を伝えたところ、期間がわからないこ

とが裁判の利用をちゅうちょさせているとの意見が委員から出されたと

説明した（５月１０日２５頁）。しかし、裏付けのない一人の委員の意見

だけでは訴訟制度を設ける根拠として薄弱である。 

この制度の対象になる事件はどのくらいの期間がかかっているかとの

質問に対して、法務省は「データはない」と答えた（５月１０日６頁）。

また、この制度ができれば、今後民事訴訟はどうなると考えているかとの

質問に対して、法務省は、具体的な数値をいうのは難しい、一定の利用は

見込まれると考えていると答えた（５月１２日１７頁大臣）。 

法務省は、企業同士の争い、ビジネスの世界では、期間の予測可能性が

大事であると述べた（５月１２日８頁）。また、法文上は企業法務に限定

していない、典型的にそういう例で活用されることが見込まれると答えた

（５月１２日２０頁）。 

委員から、事実解明より迅速を優先させるのであれば仲裁などの ADR

（裁判外紛争処理機関）が使われるべきで、この訴訟の本質と相いれない

のではないかとの質問があった。これに対し、法務省は、いろんな事情か

ら裁判をためらうことがないように設けたいと説明した（５月１７日２３

頁）。しかし、訴訟と ADR（裁判外紛争処理機関）は制度の根拠も原則も

異なる。委員から、訴訟は公権力の行使であり、期間優先ではなく、公正

で充実した審理のうえに判決をくだすべきであるとの意見があった（５月

１７日２３頁）。 

また、委員から、何の制約もなく通常手続への移行申立てができること

で、期間の予測可能性を高めるという制度の目的が失われているのでない

かとの質問があった（５月１７日１５頁）。これに対して、法務省は、迅

速化、効率化の要請はあるが、公正かつ適正な裁判を受ける権利は優先さ

れるべきと答弁した（５月１７日１５頁大臣）。制度の目的が失われてい

るかについては答えなかった。 

 

（イ）裁判を受ける権利を侵害するおそれ（訴訟制度としての基本的な問題） 

最高裁長官代理者は、最高裁は当初、主張と証拠を制限した制度を提案 

したことを認めた（５月１０日２０頁）。委員から、期間を優先するあま

り、主張や立証を制限するような制度を最高裁が提案すること自体、司法

としての姿勢が問われると意見があった。 
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最高裁長官代理者は、委員から、最高裁はこれまで裁判には一定の期間

が必要であると言っているが、その考えに変わりはないかと聞かれて、基

本的には同じように考えていると答えた（５月１０日２１頁）。 

審理期間の制限は裁判の本質を変えるのではないかとの質問に対して、

最高裁長官代理者は、両当事者が合意をしてこの手続でということであれ

ば裁判所はそれに応える必要があると考えていると答えた（５月１０日２

１頁）。しかし、当事者の合意の効力やその範囲について法学的議論は確

立していない。 

また、同様の質問に対して、法務省は、専門家である訴訟代理人がこの

審理期間内で必要な主張、立証ができると判断した事件で利用されるこ

と、手続開始後も通常手続での審理を求めることができること、その判断

は訴訟代理人が適切に行うと考えられること、裁判所が期間内に主張立証

が難しいと判断したときは通常手続にするとされていることを指摘して、

委員の懸念はあたらないと答えた（５月１０日２２頁大臣）。 

委員からは、この制度では裁判官は 6か月以内に審理を終えなければな

らない義務を負うが、当事者、弁護士は、判断権者であり訴訟指揮権者で

もある裁判官の意向、判断に従わざるを得ないから、裁判官が 6か月で終

わるように説得するなどして、当事者の審理を求める権利が 6か月限定と

いう名の下に制限されないかとの意見があった（５月１７日１６頁）。 

そして、実務を行っている弁護士が疑義を呈していることが指摘され

た。すなわち、弁護士の法制審の委員はこの制度に反対し、法制審総会の

採決で棄権したこと（５月１０日８頁局長答弁参照）、衆参の参考人の弁

護士も問題を指摘したこと等を挙げて、裁判の現場で仕事をしている弁護

士が国民の裁判を受ける権利を理由に問題を指摘しており、そのような法

改正には慎重さが強く求められるとの意見があった（５月１２日２６頁）。 

 

（ウ）諸外国にない訴訟制度 

審理期間を限定する訴訟制度が外国にないことを法務省は衆議院の審  

議で認めたが、委員から、なぜ外国にないと考えるかについて質問があっ

た。法務省は、制度が無い理由を調べるのは無理と答えた（５月１０日２

４頁、５月１２日２４頁）。しかし、諸外国の訴訟法学者、法律家にこれ

までそのような議論があったかなどを調査することは可能である。委員か

らは、どの国も設けていないのは、適正な手続き、裁判を受ける権利の問

題があるからであることが予想されるのではないかとの意見があった（５

月１０日２４頁）。 

 

（エ）調査・検討の不足 

法制化に必要な立法事実や外国調査などの調査・検討がされていないこ 
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とは先に衆議院でも指摘されていた。 

参議院でも、今回の改正はラフすぎる、法の支配を掲げる法務省は立法

事実の有無の点を大事にして、データや調査などの裏付けをもって作るべ

きとの意見が出た（５月１７日９頁）。 

委員からは、期間はなぜ 6か月としているのかとの質問があった。法務

省は、今の平均審理期間を参考にした、最初の提案から 6か月であったな

どと述べた（５月１０日８頁）。十分な検討がされたとはいえない。 

制度の検討が十分にできていない。たとえば、通常訴訟であれば現在は

1 か月以上の期日がかかるところを何とか３週間ごとに入れていきまし

ょうとか、そういうことをやると説明した（５月１７日８頁）。期日の頻

度を多くするという案は、国会になってから出てきたものである。この手

続だけ期日を頻繁に開くのは、他の通常手続の訴訟と比べて不公平にな

る。 

 

（オ）関係がない裁判のＩＴ化と同じ法案にした 

複数の委員から、裁判のＩＴ化と同じ法案にしていることが問題である 

との意見が出た（５月１０日２０頁、５月１７日２４頁）。最高裁長官代

理者は、委員からの裁判のＩＴ化に便乗した提案ではないかとの質問に対

して、そのような意見もあったと記憶しているが便乗したのではないと答

えた（５月１０日２０頁）。 

 

（カ）争点がはっきりしている場合だけを想定した手続と説明 

委員からの提訴時は争点がわからないのではないかとの質問に対して、 

法務省は、事前に話し合いがある場合に利用されると思う、この手続は争

点がはっきりしていないケースで利用されることは想定していないと述

べた（５月１０日２２頁）。しかし、争点の概念は大きくとらえることが

できるうえ、法文では、そのような限定はなく、この制度は拡大して使わ

れるおそれがある。 

事前に交渉があり、互いの主張や証拠がわかっていて、争点が契約書の

文言の解釈である場合など、争点が少ない場合に使われることを想定して

いると説明されてきたが、そのような場合は、現行法でも訴訟代理人と裁

判所で協議して比較的短期に和解または判決で解決することができる。 

 

（キ）通常手続への移行申立を認める点 

複数の委員が、通常訴訟への移行申立てがいつでもできるのは訴訟上の 

信義則に反しないかとの意見を述べた。ある委員は、競走の途中にゴールを

先に変更するような制度で、フェアでないという意見を述べた（５月１７日

７頁）。法務省は、途中で当事者がこの手続から降りることを制度として理
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解していると考えることができるので信義則に反することにはならないと

考えると答弁した（５月１７日８頁大臣）。 

 

（ク）訴訟代理人（弁護士）が問題を背負うことになるおそれ 

法務省は、委員から、この制度の問題が生じないようにするための留意 

点を聞かれて、「当事者本人は、訴訟代理人から、この手続を利用するこ

とによるメリットやデメリットの説明など、法的なアドバイスを十分に受

けることになると考えられる」と述べた（５月１７日１３頁大臣、５月１

０日２２頁大臣参照）。 

しかし、この制度の内容や実際の審理がどうなるかが明らかでなく、訴

訟代理人でも判断が困難である。リスクや弊害のある制度の扱いを弁護士

に委ねているが、これでは、この制度の問題は利用した弁護士の責任とさ

れるおそれがある。 

 

（ケ）裁判の迅速化の方策 

委員から、通常訴訟との関係はどうなるか、この制度がないと訴訟は迅 

速にならないのかとの意見があった（５月１７日２６頁）。 

委員から、裁判所の人的物的基盤の整備が大事であるとの意見があり、

最高裁長官代理者は、引き続き裁判所の体制の充実に努めると述べた（５

月１０日２６頁）。 

 

ウ 討論 

討論では、立憲民主党、日本共産党、沖縄の風の委員がそれぞれの党派を 

代表して、民訴法改正案に反対する意見を述べた（５月１７日２９頁ないし

３１頁）。 

反対する理由は、①法改正の議論が不十分である。なぜ外国に審理期間を

限定した訴訟制度がないのか調査すらしていない。②裁判のＩＴ化とは別の

問題であるのにＩＴ化の法案に盛り込まれた。③立法事実が見当たらない。

当事者双方の主張や証拠が明らかで争点が少ない事案なら今でも迅速な審理

は可能であり、必要性がない。④審理期間の制限は裁判を受ける権利を侵害

するおそれがある。判決は訴訟が裁判をするのに熟したときであるという近

代訴訟の原則に反する。裁判の本質を根底から変えるおそれがある、⑤不十

分で粗雑な審理になる危険性がある、⑥途中で期限付きをやめたといえば通

常の裁判になるが、突然やめられた側は戸惑う。これで公正公平で充実した

裁判ができるか。⑦訴訟の長期化を解消するためには裁判官の増員など裁判

所の人的、物的体制を確保することを最優先に行うべき、などであった。 

 

エ 参議院法務委員会の採決 
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２０２２年５月１７日賛成多数で可決。 

計１２項の付帯決議がされた（５月１７日３１頁、３２頁）。法定審理期 

間訴訟手続については反対意見が多かったためと考えられるが、付帯決議は

提案されず、同手続に関する付帯決議はない。 

 

オ 参議院本会議 

２０２２年５月１８日 賛成多数で可決。 

 

４ 日弁連の対応              

           

（１）２０２０年６月の日弁連の意見書 

日弁連は、法制審議会の審議に先立ち、２０２０年６月１８日付けで「『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」を取りまとめ関係省庁に送付した。 

これは、民事裁判手続等ＩＴ化研究会が２０１９年１２月に発表した報告書「

 民事裁判手続のＩＴ化の実現に向けて」についての日弁連の意見をまとめたもの

である（日弁連のホームページ公表資料に所収）。日弁連は、この意見を取りま

とめるために各弁護士会と関連委員会に意見照会を行った。日弁連は、２０２０

年６月の意見書で、特別な訴訟手続については「賛成できない」との意見を述べ

た（１３頁ないし１７頁）。 

理由として、「訴訟係属の当初、訴訟代理人は、相手方当事者の反論の内容を

十分に把握していないことが多いから、その時点で攻撃防御方法を制限したり、

その提出期限に限界を定めたりすることには躊躇するのが通常である（委任事務

の懈怠、弁護士倫理の違反が生じかねない。）。」「両当事者が初回の期日から

６か月以内に訴訟の終了を目指す場合には、裁判所の適切な訴訟指揮の下、この

手続によらずして訴訟を終了させることは可能であるし、当事者の予測可能性を

高めたいのであれば、訴訟手続の計画的進行を図ったり（法第１４７条の２参照

）、審理の計画を定めたり（法第１４７条の３）することが可能であるから、あ

えて新しい特則手続を設ける必要性に乏しい。」「各当事者が通常の訴訟手続の

審理を希望したときは、通常の訴訟手続に戻る権限を付与する必要があるが、そ

の選択がなされたときは、結局、同じ裁判所において改めて通常の訴訟手続によ

る審理を続けることになるから、かえって審理の長期化を招くことになりかねな

い。」「迅速化のためには、むしろ 裁判官の増員等を始めとする人的物的基盤拡

充・整備、証拠及び情報収集手段 の拡充、民事裁判における運用の改善などが重

要である。」とした。いずれも訴訟実務を踏まえた的確な意見であると考えられ

る。 

 

（２）２０２１年３月の日弁連の意見書 
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ア 各弁護士会などの意見 

法制審の部会は、２０２１年２月に発表した中間試案において、新たな訴訟

手続の甲案と乙案の二つの制度案と、新たな訴訟手続を設けないとする丙案の

３つを出した。日弁連は、各弁護士会と関連委員会に意見照会を行った。 

全国の弁護士会と関連委員会の回答は、新たな訴訟手続を新設しないとする

丙案に賛成する弁護士会が最も多く、その理由も様々な観点から言及されてい

た。 

 

イ 日弁連の意見書 

日弁連は、２０２１年３月の意見書で「甲案に反対する。乙案は、そのまま

であれば賛成できない。ただし、更に検討を行うのであれば、訴訟制度におけ

る当事者の自主性を基本とする乙案の考え方を基礎とし、審理の充実が損なわ

れることがないように配慮すべきである。」とした。乙案についての意見は、

元の意見案が上記のように修正された。 

日弁連の意見書は、理由として「現在の訴訟手続で認められている訴訟当事

者の訴訟上の権能は憲法第３２条の「裁判を受ける権利」の要請を具体化した

ものである。この手続に特則を設け、前記権能について一定の制約を課するの

であれば、制度導入の必要性(予想される効用、利用予測、現行法で代替可能

な制度はないかなど)とともに、当該制度による制約の程度や導入による弊害

はないかなど、制度導入の合理性を支える立法事実を精査する必要がある。」

とした。ただ、中間試案のあと法務省などで制度導入の必要性と弊害について

特段の精査はされなかった。 

また、意見書は、甲案については、証拠方法の制限が裁判を受ける権利を保

障する憲法第３２条に抵触しないかが問題となる上、ラフジャスティスを招く

危険性を拭えないなどを理由に、反対するとした。 

乙案については、要件・効果について問題があり、そのままでは賛成できな

いとした。更に検討を行うのであれば、乙案に示された訴訟制度における当事

者の自主性を基本とする考え方を基礎とし、審理の充実が損なわれることのな

いように配慮すべきであるとした。 

そして、新たな訴訟手続を導入する場合には、訴訟前の時点で、当事者双方

において相互の主張、立証の重要部分を把握していることが必要不可欠である

とした。しかし、改正法にそのような規定は入っていない。 

日弁連の意見書は、訴訟の専門家である弁護士の関与が必要不可欠であると

したが、改正法にその点の明文の規定は入っていない。 

なお、乙案は、審理計画を定めることが要件になっていて、審理計画を定め

たときから６か月とする制度である。審理計画を作る間の制限はないので、そ

の分当事者の制約は少なくなる。しかし、パブリックコメントの後に提出され
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た新しい制度案、すなわち改正法の制度は乙案と異なる。改正法の制度は審理

計画を作ることにしていない。裁判所は審理計画を作る制度設計に強く反対す

る意見をパブリックコメントに出した意見で述べており、それが影響した可能

性がある。 

 

（３）日弁連は修正案について見解を表明しなかった 

ア 修正案の特徴と問題 

法制審の事務局は、パブリックコメントの後の２０２１年９月に修正案を提

   案すると言い、同年１０月に修正案を発表した。この修正案は、その後、若干

   の修正を経て法案とされて、国会に提出され改正法になった。 

修正案は、次の特徴と問題があった。第１に、修正案は、乙案と異なり審理

計画の作成は必須でなく、期間は６か月以内に限定するものであった。基本的

な点で乙案と異なっていた。日弁連は２０２０年６月の意見書で特別な訴訟手

続には賛成できないと述べ、２０２１年の意見書では、反対であるとの意見を

表明していた。その考え方からすれば、修正案にも反対すべきではなかったか

と考えられる。第２に、日弁連は２０２１年３月の意見書で、結論を出すまで

に制度導入の必要性と制度導入による弊害などの立法事実の精査が必要であ

るとしていたが、その後も精査はされなかった。第３に、２０２１年３月の意

見書では、対象事件は弁護士が選任されている事件に限られるべきであるとし

ていたが、修正案にはその点の明文の規定は設けられていなかった。第４に、

修正案には中間試案になかった判決の簡易化、部分化が新たに設けられた。 

修正案が甲案と異なる一番大きな点は、途中で通常手続への移行の申立がで

きることにしたことである。しかし、それにより期間の予測可能性を高めると

いう制度目的は相当失われたと言える。さらに、通常手続への移行が認められ

るとしても、同じ裁判官であり、相手方の反発や裁判所の心証悪化のおそれも

予想され、実際には通常手続への移行申立は容易でない。また通常訴訟に移行

できたとしても、既に決めていた期日はそのまま通常訴訟の期日になるとされ

ており、同じ裁判官によってどこまで追加の主張立証や審理期間が認められる

かも定かではない。通常手続への移行申立を認めても、審理期間を限定した手

続の根本問題が解消するとは考えられない。 

 

イ 世論 

２０２１年１０月に提案された修正案に対して、同年１１月以降全国の合計

 １１の弁護士会が、審理期間を制限する訴訟制度の新設に反対するあるいは慎

 重審議を求める会長声明を発表した。主婦連など主要消費者３団体は同年１２

 月、審理期間を制限する訴訟制度の新設に反対する共同声明を出した。また、

 新聞は社説で拙速な審理になると警鐘を鳴らした。２０２２年２月の法制審総

 会で日弁連推薦の委員はこの訴訟制度の新設には反対である旨の意見を述べ､
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 裁判のＩＴ化とセットになった答申の採決では棄権した。 

法制審部会の経済団体、企業の委員の意見やパブリックコメントに出た意見

によると、企業は裁判全体の迅速化を希望しており、新たな方策を設けること

に賛成するという意見であるが、６か月限定の裁判についての具体的なニーズ

がどのような場合にどの程度あるかは明らかにされていない。 

国会審議で、この制度について明らかになったことが多い。すなわち、最高

裁が制度を提案した際に前もって制度を検討した報告書等は無いこと、制度の

必要性について特段の調査をしていないこと、現行法の審理計画の制度がほと

んど使われていないことについて理由の調査、検討をしていないこと、どの程

度の期日回数を予想した制度であるかとの質問に対して答えられないとしたこ

と、提案されている制度は審理の前後の期間を含めると現在の「平均審理期間

」（統計データの審理期間の定義は「訴状の受理から終了（判決、和解、取り

下げ等）まで」である）と比較して大差がなく、これで迅速化するのかとの質

問に的確に答えることができなかったこと、訴訟代理人が選任されている場合

でないと認められないと規定しなかった理由について明解な答弁をしなかった

こと、どのような弊害があるかについては特段の調査をしていないこと、まず

運用で試行すべきではないかとの意見に対して的確な答えはなく、法制度化し

たいとしか答えなかったこと、判決の簡易化を導入した理由について明解な答

弁をしなかったことなどが挙げられる。いずれも日弁連が法制審の審議の段階

で国民の立場に立って追及しておくべきことであり、日弁連は法律ができるま

でに、これらの問題を指摘して、意見を表明するべきであったと考えられる。 

 

ウ 日弁連が見解を表明しなかった点について 

２０２１年１１月以降各地弁護士会から反対あるいは慎重審議を求める会

長声明が出されたが、日弁連は意見を表明することはなかった。２０２２年１

月に法制審部会は要綱案をまとめた。主婦連の委員は反対したが、日弁連推薦

の委員は反対しなかった。２０２２年２月の法制審総会で日弁連推薦の委員（

部会委員とは別の委員）は、法定審理期間訴訟手続の新設に反対する意見を述

べ、民事裁判のＩＴ化には反対でないとして採決では棄権した。日弁連役員は

２０２２年２月政党のヒアリングにおいて日弁連はこの問題について見解を表

明していないと説明した。 

日弁連は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、法律制度の改善

に努力する義務を負っている弁護士・弁護士会の連合会である。しかし、日弁

連は、新たな民事訴訟の手続を新設するか否かという民事訴訟制度の重要な法

改正に際し、見解を表明しないという態度をとり、法律改正まで見解を表明し

なかった。日弁連は修正案（改正法の制度と同じ）について見解を表明する必

要があったのではないかと考えられる。 

改正法が成立し、法律雑誌等でこの手続についての主には積極論での論評が
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相次いでいる。さらには、後述のように先取り的な裁判現場での動きもある。 

今後、法務省の解説本や最高裁規則改正も予定される。この手続はさまざま

な懸念がされているので、それを念頭に置いた取り組みが、弁護士会と日弁連

に求められる。 
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第３ 期間限定訴訟の提案の目的・背景 

 

１ 今回の制度の目的とされるもの（最高裁、法務省の説明）の検討 

 

（１）期間の予測可能性を高めるという目的について  

 

ア 期間の予測可能性がないことが裁判の利用を躊躇させていると説明された 

  ＩＴ化研究会第 9回において、最高裁は、「近年の地方裁判所における民

事訴訟事件の新受事件数を見ると、平成２１年をピークとして近時は減少傾

向にあります。その要因にはさまざまなものがあると考えられますが、資料

の２ ページに記載したとおり、平成２８年に実施された民事訴訟利用者調査

の結果に照らすと、訴えの提起から解決までに要する期間についての予測が

困難であることが一因になっているとも考えられます。」とのべて、期間の

予測可能性を高めることが裁判の利用を促進するという観点から提案理由を

説明している。 

法制審部会第３回会議において、期間限定訴訟の提案理由を説明した波多

野関係官（法務省民事局付）は「現在の民事裁判が社会の求めるスピードや

効率性にそぐわなくなっていることや、事前に民事裁判の終局までの期間を

予測することができないことが民事裁判の利用をちゅうちょする要因ではな

いかとの御指摘もございます。・・・・そこで、一定の事件において、当事

者が望む場合には、ＩＴ時代の新たな審理モデルとして、終局までの期間や

期日の回数を制限するなどの訴訟手続の特則を法定することについて検討す

ることの提案をするものでございます。」と述べている（３９頁）。 

衆議院において、古川法務大臣は提案理由について、「現行法には、民事

訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はなく、当

事者において裁判所の判決がされるまでの期間を予測することは困難であ

り、それが訴訟による紛争の解決をちゅうちょさせる要因となっているとの

指摘がございます。そこで、当事者の審理期間や判決の時期に関する予測可

能性を高めるため、一定の要件の下で、その手続の開始から５か月以内に争

点の整理等を終え、６か月以内に口頭弁論を終結し、７か月以内に判決の言

渡しをする制度を設けることとしております。」と説明している（４月１３

日）。 

このように法務省の説明では、期間の予測可能性がないことが裁判の利用

を躊躇させているということを立法事実としている。 

 

イ 客観的な資料はなかった 

 「審理期間の見通しが立たないことが裁判を利用する上でのハードルになっ

ていると法務省は説明しているが、その定量的なデータはあるのか」と議員
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から質問されたのに対して、金子民事局長は、「平成２８年に実施された民

事訴訟利用者調査におきましては、裁判が始まった時点で、裁判が終わるま

でにどれくらいの時聞がかかるか事前に予想がついていたかとの質問に対

し、全く予想がつかなかったとの回答が５６．４％でございました。また、

同調査においては、裁判をちゅうちょした気持ちがあったかとの質問に対し

て、はいとの回答が４９．４％であり、その理由として、裁判は時聞がかか

ると思ったからが当てはまるとの回答が７８．４％でございました。法制審

議会の部会におきましても、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低い

ことが訴訟による紛争の解決をちゅうちょさせる要因になっており、審理期

間の予測可能性を高めることには大きな意義があるとの意見（があった。）」

と答弁した。 

この答弁は、民事訴訟利用者調査の結果、期間の予測可能性がないことが

裁判をちゅうちょさせる原因になっていることが明らかにされたかのように

理解させる答弁であった。しかし、この答弁をよく読むと、前段は期間予測

がつかなかったというだけのデータであり、後段は裁判に時間がかかること

がちゅうちょした理由として説明されているだけであり、期間予測がつかな

かったことが裁判をちゅうちょさせているというデータではなかった。『２

０１６民事訴訟利用者調査』の記載も同様である。結局、法制審部会におい

てある委員が「紛争解決までに要する期間の予測可能性が低いことが、訴訟

による紛争の解決をちゅうちょさせる要因になっている」という意見を述べ

たというだけであり、そのことを示す客観的な資料はない。 

いわば法制審部会の一委員の根拠もわからない発言を立法事実として述べ

たにすぎない。 

では、法制審部会において、この点について何らかの議論があったのかと

言えば、上述した通り第 3回会議において波多野関係官が提案理由として「民

事裁判の利用をちゅうちょする要因ではないかとの御指摘もございます。」

と述べたもののみである。しかも、波多野関係官は法務省の法制審事務局と

もいうべき立場である。委員の発言ですらなかった。提案者がそのように言

っているというだけのことである。根拠薄弱という以外にない。 

むしろ、法制審部会では、弁護士委員から「この期間の予測可能性という

キーワードは、ある意味では非常に怖いところであって、本当に予測可能な

のかという疑問があります。・・・・終局までの期間の予測については、証

拠が全面的に開示されているわけではない状況で、曖昧な見込みをつけるこ

とが当事者の利益に適うとは考えません。つまり、当事者に不利益が及ぶ可

能性がある段階で期間の制限のあるこの手続を選択することは、必ずしも当

事者の利益にはかなうものではないと考えます。」と指摘されていたところ

である（第３回４２頁） 
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（２）裁判の迅速化という目的について             

ア 「迅速化」は、パブリックコメント終了後の法制審部会での修正案以降、

制度目的から消えた 

 前述のとおり、パブリックコメント終了後の修正案以降、制度目的から「迅

速化」は消え、「期間予測の明確性」だけが残った。これは、パブリックコ

メントで期間限定訴訟に対する批判・懸念の意見が質量ともに多く出された

ため、いろいろな手直しをしたことにより、「迅速化」とは言いがたい制度

になったからと思われる。 

  しかし、当初喧伝された「迅速化」の印象が強く残っている可能性がある

ので、この点についても以下述べる。 

 

イ 裁判迅速化法に対する日弁連の姿勢と取組み 

  （ア）この間、裁判迅速化法（以下「迅速化法」という）に基づく最高裁検証

報告書の統計がしばしば引用された 

     しかし、迅速化法そのものについて、重要な点が認識されていたとはい

いがたく、また統計データの誤解も見受けられる。 

迅速化法の制定過程を含め、最高裁検証検討会における検証に対する分

析・評価等については、「自由と正義」２０２０年１１月号（特集「裁判

迅速化法問題の現状と今後の課題」）に詳しい。また、２００５年７月の

第１回検証報告書の公表以降、２年ごと（７月）の検証報告書の公表の都

度、おおむね秋に、日弁連は報告書に対する意見書を公表している（各回

の日弁連意見書は、すべて日弁連ホームページで見ることができる）。 

 

 （イ）迅速化法に対する日弁連の取組み 

ａ 迅速化法の制定過程で、日弁連は、裁判は迅速だけではだめであると

の危機感を持って、公正かつ適正で充実した手続・審理が不可欠である

ことを強く主張し、法案作成の動きの段階から働きかけを行い、法案の

国会提出後も修正を求めて行動し、最終的に同法１条に「司法を通じて

権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十

全に果たすために、公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行

なわれることが不可欠である」と修正をかちとり、衆参両院とも付帯決

議も挙げられ、同法が基盤整備法であることも確認された。すなわち、

司法が役割を果たすためには、「公正・適正・充実した手続のもとで」

迅速に行なわれるべきであることを、法律の明文の規定で確認している

のである。 

b  日弁連の姿勢は、とりわけ第１回（２００５年７月）の検証報告書に

対する日弁連意見書（２００５年１０月１８日）が詳しい。 

日弁連意見書は、最高裁が報告書の中で迅速化法を基盤整備法として
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位置づけたことを評価した上で、以下のように述べた（その指摘は、今

回の法定審理期間訴訟手続の成立をめぐる経緯を振り返る際の視点、な

らびに今後、日弁連・弁護士会・弁護士がどう対応していくべきかにも、

活かされる視点と言える）。 

今回の検証によって、民事・刑事ともかなりの程度短縮化しているこ

とが改めて示されている。審理期間という側面にのみ焦点を当てるのは

妥当ではない。迅速化の面を強調するあまり、裁判の適正や充実がおろ

そかにならないよう現場の裁判を見守る必要がある。迅速化法案が修正

され、裁判の充実及び当事者等の正当な権利の保障が重要であることが

条文上も明記されたことは重要である。 

残された課題として、「第１に、裁判の適正・充実の観点からの検証

が必要。第２に、司法制度及び人的・物的態勢の基盤整備の観点からの

検証（地域的状況の検証を含む）が十分ではない。第３に、今回の分析

は改善の方向性を示す結果は出ていない。逆に、審理期間を短くするた

めに人証数を減らすべきであるなどという本末転倒の議論につながる

ことを懸念する。」と指摘し、意見の趣旨の末尾で「報告書を各裁判所、

裁判官に配布するにあたっては、現場への誤ったメッセージとならない

よう、格段の配慮をお願いしたい。」と特筆したことは重要である（し

かし、その後、２年ごとに公表する迅速化検証のために、毎年各庁ごと

の審理期間、終了事由、新受件数、既済件数その他のデータを集め、全

国のデータを公表することで全国平均と各庁の実情とを対比でき、また

各裁判所が順番に実情調査をされることなどで、裁判所の現場に影響を

及ぼしていることが危惧される）。 

第２回目以降の検証で求められる対象として、「裁判の適正・充実面。

各本庁、各支部、それぞれの地域における司法をめぐる人的・物的体制

の問題。『人証の絞り込み』の実態や、陳述書多用の実態と人証採用の

関係、尋問時間等。証拠収集、主張との関係、文書提出命令、送付・調

査嘱託、検証等。当事者の納得・満足度に関する検証。第一審と控訴審

との関係等。地域的状況（人的・物的基盤）が裁判の充実にどのような

影響を及ぼしているか。新制度の導入・実施による影響。」などを挙げ

た。 

 

 （ウ）今回の審議過程において、日弁連の従前の姿勢との関係はどうだったか 

 今回の審議過程において、ともすれば「迅速な裁判」の視点に引きずられ

なかったか、本来は基盤整備（裁判所の人的・物的基盤の拡充、証拠収集方

法の拡充等の法制度の改善、司法予算の増額など）こそが充実・迅速に必要

であることを訴えることができたのか等、前述の日弁連意見書（２００５年

１０月１８日）も踏まえて振り返ることが、今後にも必要なことと思われる。 
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 （エ）統計データの読み方 

 期間限定訴訟が提案された当時、その「審理期間６か月」が、統計データ

の「平均審理期間約９か月」よりも早くなるという印象を与えたことは否め

ない。しかし、これは両者で「審理期間」の定義が異なるのである。期間限

定訴訟の「審理期間」は「この手続の開始から審理終結までの期間」だが、

統計データ（主に最高裁の迅速化検証報告書のデータ）の「審理期間」は「訴

状受付から訴訟終了（判決、和解等）まで」であるから、実質的には両者は

ほとんど変わらない。なお、最高裁の第９回検証報告書（２０２１年７月３

０日公表）の２０２０年（令和２年）のデータは、コロナ禍による緊急事態

宣言のため全国の裁判所においてほぼ全部の民事事件の手続が停止された

期間が含まれており、それ以前の時期のデータと前提が異なるので、参考に

すべきではない（翌２０２１年にもコロナ禍の影響が及んでいると考えられ

るので注意を要する）。データとしては第８回検証報告書（２０１９年７月）

の数値の方が特殊事情を除外できる。 

また、迅速化検証報告書の引用と評価についても、事件類型ごとの違いを

無視している。主張も立証も複雑でないような事案は、早く終わっている（期

間限定訴訟の「６か月間」の審理期間とあまり変わらない）。他方、対席で

証拠調べのある訴訟の「長期化傾向」が言われるが、これは、比較的短期間

で終わっていた類型の事件（たとえば家賃不払による建物明渡訴訟等）が顕

著に減少し、他方、非定型の「その他損害賠償請求事件」等の複雑困難な事

件類型の訴訟が増加しており（このような種類の事案が一定の期間かかるの

は理由のあることである）、対席で証拠調べのある事件の審理期間平均値を

押し上げていると言える。最高裁の迅速化検証報告書でも、これら複雑困難

な事件類型を意識して取り上げ、その増加と長期化傾向を指摘しているとこ

ろである。そして、複雑困難な事件は、そもそも期間限定訴訟にはなじまな

いのだから、法定審理期間訴訟手続の新設によって「迅速化」できるもので

はない。 

 

２ 同様の簡易迅速訴訟の提案（非訟手続を含む）  

 

（１）はじめに 

最高裁は、この制度を最初、「当事者の主張や証拠を限定し、期日回数又は

期間も限定する訴訟手続」として提案した（民事裁判等ＩＴ化研究会２０１９

年４月１７日第９回会議資料９－２）。非訟手続として設けることも考えられ

るとも説明した。 

この提案の前に審理期間や期日回数を制限する簡易な訴訟手続を論じた論

文は少なく、議論も少ない。山本和彦教授と定塚誠判事（当時）の論文がある
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ので検討する。他に、瀬木比呂志判事（当時）の論文があるが、これは本人訴

訟に限定した手続の提案である。 

 

（２）山本和彦教授の提案 

ア 提案の内容 

山本和彦教授は十数年前から簡易迅速な訴訟あるいは非訟手続を提案し

ている。なお、同教授は今回の訴訟手続を提案した民事裁判手続等ＩＴ化研

究会の座長であり、法制審の民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会の部会長であっ

た。 

山本教授は、当事者が「ある程度ラフな手続でも良いから、迅速に紛争を

解決してほしい」という場合もあるはずだとして、簡易な迅速訴訟を提案す

る（「民事訴訟法１０年その成果と課題」判タ１２６１号１００頁（２００

８年）、「手続保障再考―実質的手続保障と迅速訴訟手続―」井上治典先生

追悼論文集「民事紛争と手続理論の現在」１６０頁（２００８年））。 

提案する訴訟制度は、一定数（３～４回）の期日で結審して判決を出すと

いう特別な訴訟手続である（前記「民事訴訟法１０年」１００頁、「手続保

障再考」１６０頁、「当事者主義的訴訟運営の在り方とその基盤整備につい

て」（民訴雑誌５５号８４頁）（２００９年）。 

この手続では、裁判官が和解を模索することも制度内容とされている（「手

続保障再考」１６０頁等）。 

ただ、手続の詳細や根拠、制度の具体的な必要性、訴訟法の諸原則及び憲

法の裁判を受ける権利との関係等には触れていない。提案について「思い付

きの域を出ないものであるが」「試論的に提示してみたい」としている（前

記「手続保障再考」１５９頁）。 

最高裁は、当初は山本教授の提案にある期日回数を限定した案と期間を限

定した訴訟手続の二つを提案し、その後、期間を限定した訴訟手続に絞った。

２０２１年２月の中間試案の補足説明（４６頁）は、現在の通常訴訟は今の

時代の「スピードや効率性にそぐわなくなっている」と言い、これを理由に

して、期間限定訴訟を提案するとしている。制度の目的として迅速化の文言

は、２０２１年１０月の修正案に通常手続への移行申立が規定されたときか

ら使われなくなったが、簡易迅速な手続として考えていることは、上記補足

説明の文言からもわかる。 

 

イ 提案の特徴と問題 

（ア）簡易迅速な訴訟を提案する理由 

山本和彦教授は、簡易迅速訴訟を提示する理由として３点を述べる（前記

「当事者主義的訴訟運営の在り方とその基盤整備について」６１頁以下）。

１つは、当事者がイニシャティブを取った当事者主義の審理をするためとい
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う。しかし、わが国は証拠収集の制度が整っておらず（山本教授も「当事者

主義的訴訟運営の在り方とその基盤整備について」７５頁で、その点を認め

る。）、簡易迅速訴訟でも当事者に証拠収集や訴訟進行の権限を付与するわ

けではないから、当事者主義の審理ができるとする理由が判然としない。２

つに、司法改革で今後弁護士が増えるから裁判件数も増えると予想し、簡易

な訴訟を設けて裁判所と裁判官の負担軽減を図るとする。しかし、裁判件数

はほぼ横ばいであって、それを理由に裁判官の負担軽減策を設ける必要はな

い。また、そもそもそのような理由で訴訟制度を簡易化してよいものではな

い。３つに、規制緩和のもとで裁判所の役割の軽減をはかるという。しかし、

規制緩和により事後救済の必要性が増し、司法の役割は増すと考えられてお

り、司法の役割を軽減してよいことにはならない。 

最高裁と法務省は、期間限定の訴訟手続を設ける目的は裁判所・裁判官の

負担軽減のためであるとは言っていないが、類似制度がその目的で提案され

ており、最高裁も負担の軽減になることを期待して提案したと考えられる。 

なお、山本教授は、訴訟の迅速化のために簡易迅速な訴訟を提案するとし

たが、別の個所で、「迅速化という目的は概ね達成されてきているものと評

価することは許されよう」と言っている（２００８年前記「民事訴訟法１０

年」９３頁）。山本教授の簡易な訴訟の提案は迅速化が主たる理由ではない

と考えられる。 

 

（イ）民事事件の訴訟は簡単な手続でよいか 

山本和彦教授は、民事事件は、多くは非訟手続あるいは簡易な訴訟手続

の判断でよいとする。山本教授は、非公開の非訟手続でもよいと言い、迅

速性と秘密性のために憲法８２条の公開の規定も改正を視野に入れてよい

とする（「訴訟と非訟」２８頁の注６１）。 

山本教授は、ラフな手続でもよいから迅速に紛争を解決してほしいとい

う場合もあるはずだとして簡易な訴訟を提案する。しかし、それは調停や

仲裁など裁判外紛争処理機関の手続によるべきであり、訴訟がラフであっ

てよいとは考えられない。民事事件を金銭的な損得の問題であると見て民

事の訴訟は何らかの解決ができればよく、手続は簡単でよいとするのであ

れば、問題である。民事訴訟は事実を解明して人々の権利と正義を実現す

ることが使命であり本質である。非訟手続で国民の権利・義務を裁判する

ことはできないとするのが最高裁の決定（最高裁昭和３５年７月６日大法

廷決定）である。民事訴訟が非訟手続や簡易な手続であってよいかは根本

的な検討を要する。 

 

（ウ）多数の事件を処理できるシステム 

山本和彦教授は、簡易な手続の判決であっても「実際には当事者からの
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不服申立は少なく」なると見込んだうえで、１つのシステムになるのでは

ないかとする（前記「手続保障再考」１６０頁）。非訟手続として設けた

場合も、やはり「実際は異議が出されることは多くないという予測を前提

に」している（前記「民事訴訟法１０年」１００頁）。「大部分の事件で

は訴訟手続に移行しないことを期待する制度といえる。」としている（「訴

訟と非訟」講座実務家事事件手続法（上）２３頁）（２０１７年）。しか

し、簡単な手続で出た判決に当事者が不服申立をしなかったとしても、そ

れは訴訟制度に対する不信や不満からである可能性がある。また、同じ裁

判官が手続をする場合は結論が覆ることはないだろうという諦めからでは

ないかと思われる。山本教授も、非訟手続を設けた場合についての記述で

あるが、後の訴訟手続を行う裁判官が同じであれば、「前置された判断が

覆る可能性は低い」ことを認める（前記「訴訟と非訟」２２頁）。そして、

「そうなれば、当事者は移行自体を諦め、実質上裁判を受ける権利が侵害

されるおそれも否定できない」としている（同２２頁）。 

 

（エ）裁判を受ける権利、手続保障を侵害するおそれ 

山本和彦教授は、非訟手続（簡易な訴訟手続の場合も含む趣旨と解され

る）を前置としても後で訴訟手続ができることにしておけば、判例準則を

満足させる一方で、実際には多くの事件が非訟手続段階で解決されること

になり、巧妙な立法テクニックと評価することができるという（「訴訟と

非訟」２０頁）。しかし、後で訴訟手続ができさえすればよいというので

は、裁判を受ける権利と法的審問請求権を侵害する手続でも簡単に許され

てしまうことになる。 

そして、不十分な手続でも判決が出てしまうと、一旦形成された裁判所

の判断を覆せない危険がある。とりわけ同じ裁判官であれば、裁判を受け

る権利を侵害するおそれがあることは前述したとおりである。 

山本教授の提案も今回の期間限定訴訟の提案も、当事者の同意（両当事

者の合意）を根拠にした制度である。しかし、訴訟は仲裁などの紛争解決

方法と異なり、国家の公権力の行使による制度である。民事訴訟法が審理

について当事者の合意を認めているのは管轄の合意と期日の変更などに限

られている。当事者の同意（両当事者の合意）にどこまで効力が認めるか

については法学上の検討が十分にできているといえない。本制度の問題点

の項で詳しく検討する。 

 

（オ）想定されている事件 

ａ 山本和彦教授は、期日を３～４回とする簡易迅速訴訟を、「例えば、

企業同士の専門的な訴訟等」において設けてはどうかと提案している

（「当事者主義的訴訟運営の在り方とその基盤整備について」８４頁、
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８５頁）。また、迅速な判断を求める企業同士の事件や知的財産権訴訟

について当事者が求める訴訟手続を認めてよいのではないかという（山

本和彦「審理契約再論―合意に基づく訴訟運営の可能性を求めて－」１

１５２頁（法曹時報５３巻５号）（２００１年）。 

山本教授は、別の論文で、労働審判に類似した手続を拡張して設ける

ことも考えられるとし、労働審判が成功したと思われる理由として紛争

の少額性があるとして、「少額紛争に限定して導入する可能性はあろう」

と提案する。また、労働事件の当事者の格差に注目して、「原告・被告

間に定型的な格差があるような紛争（消費者紛争等）に限定して導入す

る可能性もあるように思われる」とする（山本和彦「労働審判制度から

民事訴訟制度一般へー民事訴訟法の視点から」菅野和夫他編著労働審判

制度の利用者調査」２５３頁）（２０１３年）。 

このように簡易な訴訟手続の対象として企業同士の専門的な事件を

挙げ、労働審判（非訟手続）類似の手続の対象として少額事件、消費者

事件を挙げるが、手続は似ているが、対象事件は大きく異なる。 

 

b  垣内秀介教授の論文に触れる。垣内教授は、法改正後の論文において、

手続の迅速化などについては簡易訴訟を設ける以外にもさまざまな手

法があり得るとし、簡易訴訟を認めてよいかについては「非常に難しい

問題」があるとしたうえで、簡易手続が適切な場合として、係争額が小

さいこと、争点の判断が容易（処理が容易）であることの２点を挙げる

（垣内秀介「民事訴訟における手続の簡易化に関する覚書－法定審理期

間訴訟手続の創設を契機として」法曹時報７４巻６号１７頁）。 

ただ、法定審理期間訴訟手続は、少額事件を対象とする手続ではない。

争点の判断が容易な事件という限定もない。 

 

（３）裁判官の提案 

ア 労働審判を参考にした提案 

定塚誠判事は、労働審判法の立案に関与したが、労働審判を民事事件に広げ

る提案をした（「労働審判制度にみる『民事紛争解決制度』の将来」判タ１２

５３号５０頁等）。労働審判の審理を参考にして民事訴訟の運用や立法の提案

をしている（定塚誠「労働審判制度が民事訴訟法改正に与える示唆」（「現代

民事手続法の課題」春日偉知郎先生古稀記念の７７３頁所収）（２０１９年）

。２回以内の期日で争点整理を口頭で行う案や、訴状提出から６ヶ月以内に集

中証拠調べを行うとの努力目標を設ける案、３ヶ月、半年、１０ヶ月などのコ

ースを決めておいて裁判官が争点のボリューム等に応じて決定する案などを提

案している。なお、訴訟法理論の検討などの記載はない。 

しかし、労働事件は、労働者の生活のために緊急を要するなどの事情がある
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ことから、諸外国も少額訴訟や手形小切手訴訟などと同様に特別な扱いをして

いる（ドイツやフランスは労働裁判所まで設けている）。そして、労働審判の

手続は、訴訟制度ではなく非訟手続であるうえ、対象事件も限定し、裁判官と

労使それぞれの立場の審判員で構成される特別な体制で審理する。各国も労働

事件について特別な手続を設けているが、それを民事事件一般に拡げているわ

けではない。 

 

イ 本人訴訟についての特別訴訟の提案 

かつて原告本人訴訟についての特別訴訟が裁判官から提案されたことがある

（瀬木比呂志「民事訴訟実務と制度の焦点」判例タイムズ社 ２００６年７０

１頁以下）。制度内容は、書記官などを活用した期日前の事前準備を前提に、

争点整理２回、人証調べ１回程度で審理を終える、証拠は即時調べられるもの

に制限するというものである。 

本人訴訟の実態に対応するための提案ということであるが、本人訴訟に限っ

て、当事者の権利を制限した手続が認めることができるかという疑問がある。 

今回提案された手続は迅速化と期間の予測可能性を高めるためとされ（ただし

「迅速化」は途中で制度目的の記載から消えた）、目的、内容もかなり異なる

が、裁判官の負担軽減が実質的なねらいの一つになっている点は同じである。 

 

 

（４）弁護士会内の議論 

２０１２年ころ日弁連の民事裁判の委員会で労働審判にヒントを得た民事審

判という制度が検討され、全国の弁護士会と関連委員会に意見照会がされたこ

とがある。これは、すべての民事事件を対象とした手続とされ、期日は３回ま

で、人証調べは原則しない、和解を試み、和解ができないとき裁判官は審判を

言い渡す、不服があれば裁判ができるという手続であった。非訟事件手続とし

ていたが、訴訟手続とすることも考えられるとした。 

この民事審判の案について弁護士会と関連委員会からは、法理論的な検討が

必要である、立法事実が明らかにされる必要がある、裁判の利用促進につなが

るのかどうかについての検討があるなどの反対・慎重意見が出た。理事会でも

反対・慎重意見が多く、外部への提案にはならなかった。 

 

（５）小括 

これまで簡易で迅速な訴訟手続を論じた論文は少ない。提案する論文も、構

想を示したという程度のものである。最高裁が提案するまでにシンポジウムが

開催されたこともない。 

審理期間を制限する訴訟制度は、近代訴訟制度を採用する国にない。新設を

検討するのであれば、訴訟法理論の検討、外国の法制や議論の検討、憲法の裁
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判を受ける権利および民事訴訟法の諸原則との関係、制度の必要性などの基本

的な検討が必要であると考えられるが、それはこれまでの論文ではできていな

い。期間の制限とするか期日回数とするか、また、証拠の制限をどうするか、

不服申立をどうするかなど制度内容についても十分な検討はなかった。 

要するに、審理期間を限定した訴訟手続は検討が十分にできていない提案で

あった。法律ができたが、このことが十分に踏まえられる必要がある。 

48



第４ 法定審理期間訴訟手続の内容 

 

１ 制度の骨子 

６か月（以内）（この手続開始で指定された期日から）に審理期間（主張・立証の期

間）を制限した訴訟制度である。 

民事訴訟法「第７編 法定審理期間訴訟手続に関する特則」（改正法３８１条の２な

いし８）を新設したもの。 

 

２ 手続の概要 

（１）この手続は、双方が申出をしたとき、あるいは、原告又は被告のいずれかが申出

をし、相手が同意することを要件とする。申出及び同意は書面ですることが必要で

あるが、期日では口頭でもよい。申出又は同意は当事者のいずれの側でも可能

である。時期の制限はない。 

（２）当事者双方による申出又は同意があった場合、裁判所は、「事案の性質、訴

訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、この手続により審理及

び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると

認めるとき」を除き、この手続による旨の決定をしなければならない。 

決定から２週間以内に期日を指定する（なお通常手続のために既に指定され

ていた期日はこの手続のために指定されたものとみなされる）。 

適用除外と法律上明記されているのは、消費者契約事件と個別労働事件のみ

である。 

（３）訴訟代理人が就いていることは、法律上要件とされていない。 

（４）指定された期日においては、そこから６か月以内の口頭弁論終結期日及びさ

らにそこから１か月以内の判決言渡期日が指定される。攻撃防御方法の提出は

上記指定期日から５か月以内、証拠調べは６か月以内にしなければならない（と

もに、裁判所が当事者双方の意見を聞いて、これより短い期間を定めた場合に

は、その期間以内）。期日の変更は、やむをえない事由がある場合でなければ

許されない。 

（５）手続の途中で、一方当事者のみで特段の理由を示さずに通常手続移行が可能

である。 

（６）裁判所が審理及び裁判が困難と認めたときは通常訴訟への移行決定をする。 

（７）上記（５）または（６）により手続途中で通常手続に移行した後の審理及び裁判は、

通常訴訟の手続になる。この手続のために既に指定されていた期日は、通常手続のた

めに指定されたものとみなされる。 

（８）（途中で通常訴訟に移行せず）この手続の下で判決に至る場合の判決書 

裁判所は、攻撃防御方法の提出期限が満了するまでに、当事者双方との間で、

判決において判断すべき事項を確認する。判決には、事実として、請求の趣旨

及び原因並びにその他の攻撃防御方法の要旨が記載され、理由として、上記の
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「確認した事項」に係る判断の内容を記載する。つまり、裁判所は、確認され

た事項以外の事項については、この手続の判決において判断を示す必要はない。 

（９）この手続による判決に不服があるときは、２週間以内に異議を出す。適法な

異議が出れば、訴訟は終結前に復して通常訴訟へ移行する。異議後の裁判官は、

この手続の判決を書いた同じ裁判官である。異議後の審理及び判決には、法３６

２条及び３６３条（第５編の手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則）の規定が

準用される。異議後の判決には控訴ができる。 

（１０）簡易裁判所の民事訴訟にも適用される。 
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第５ 法定審理期間訴訟手続の問題点 

 

１ 訴訟制度としての基本的な問題 

 

（１）近代訴訟制度を採る国に無い 

訴訟制度は、事実関係を明らかにして、それに基づいて法的判断をするもので

あるが、審理期間を制限すると、期間内にできる主張と立証に限られる。 

裁判迅速化法第１条は、迅速化が先走ることを戒め、「公正かつ適正で充実し

た手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠である」と定めている。関東弁

護士会連合会は、審理期間を限定した手続が審議中の２０２１年３月に、この手

続に反対する意見を述べ、理由として、裁判の時間が読めないという声があるか

ら審理期間を６か月とする制度の要請があるとするのは短絡的であると述べた

（関東弁護士会連合会「地域司法と民事裁判ＩＴ化についての意見書」２０２１

年３月３０日、関東弁護士会連合会ホームページ所収）。 

審理期間を制限する訴訟制度は、近代訴訟制度を採る諸外国にない。法務省も

国会でその事実を認めた。審理期間を限定した訴訟制度は事実関係の解明が不十

分になり法的判断に誤りをきたすおそれがあること、言い換えると裁判を受ける

権利や手続的保障に反すると考えられることが理由ではないかと考えられる。外

国の法制や考え方の調査が必要であるが、最高裁と法務省はそれをせずに法制化

した。 

 

（２）ラフな手続である 

審理期間が制限されると、主張や立証が法的又は事実上制限されるから、審理

 や判断がラフジャスティス（粗雑な審理や粗雑な判断の意味）になることが予想

 される。期日回数を３～４回に制限した訴訟手続を提案する学者も、これが「あ

 る程度ラフではある」ことを認める（山本和彦「手続保障再考―実質的手続保障

 と迅速訴訟手続」１６０頁）。 

審理がラフになれば、その分、誤判の可能性が高まり、当事者の不満と司法に

対する不信は増すと考えられる。現在でも一審判決の２０％ないし２５％程度が

控訴審で取り消されているが（一部取消も含む）、一審の誤判が増える可能性が

ある。しかも、この手続を経た判決（途中で通常訴訟に移行しての判決、もしく

はこの手続による判決に対する異議審の判決）に対して控訴した場合は、より一

層誤判の救済が望めないおそれがあることは、後述する（６控訴審との関係）。 

民事裁判利用者調査によれば、訴訟の当事者が重視しているのは審理の公正、

充実などの評価と裁判官についての評価の２点である。審理期間や費用は、満足

度や利用しやすさを判断する大きな要因にはなっていない（菅原郁夫「求められ

る民事訴訟とは―民事訴訟利用者調査をもとに考える」ＮＢＬ１００２号１２頁

）。 
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（３）裁判を受ける権利、法的審問請求権を侵害するおそれ 

国家は、私人の自力救済を禁じ、「一切の法律上の争訟」について裁判所に裁

判をさせることにしている（裁判所法３条）。憲法３２条は、「何人も、裁判所

において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定める。また、ドイツの憲法に相

当するドイツ基本法（１０３条１項）は、「裁判所の前では、何人も、法的聴聞

を請求する権利を有する」と定めており、法的審問請求権あるいは法的聴聞権と

呼ばれる。 

わが国の憲法３２条の裁判を受ける権利にも法的審問請求権が含まれている

ことについては、ほぼ異論を見ないと言われている（笹田栄司「裁判を受ける権

利の発展可能性(一)―法的聴聞権を中心として」２７２頁(民商法雑誌１３３－

２―３３)、同「統治構造において司法権が果たすべき役割」（第７回）（判時

２３９１号１２０頁、松本博之「民事上告審ハンドブック」１１９頁以下（２０

１９年））。 

法的審問請求権とは、当事者は自己の見解を表明し、かつ聴取される機会が与

えられることを要求する権利であり、裁判所は、原則として、当事者がそのよう

な機会を持たなかった事実や証拠に基づいて裁判をすることはできないと解さ

れている（中野貞一郎「民事手続の現在問題」１３頁以下(１９８９年)など）。 

法定審理期間訴訟手続は、審理期間は原則として６か月（以内）とする制限が

あり、事実上、主張や立証を制限される。弁論権や証明権が制限され、法的審問

請求権を侵害するおそれがある。 

また、国際人権規約の第１４条は、公正な裁判を受ける権利を定める（宮崎繁

樹編「解説・国際人権規約」１８３頁）。弁論権や証明権を制限する手続は、同

条に抵触しないかという問題もある。 

 

（４）裁判成熟性の原則を侵害するおそれ 

民事訴訟法２４３条は、「裁判をするのに熟したとき」に結審して判決をする

と定めている。これは、日本が明治時代に母法のドイツ法（法３００条）を受け

継いだもので、オーストリア、イタリアなども同じ条文を設けている。「裁判を

するのに熟した」との意味は「必要な攻撃防御方法が尽くされたと認められる場

合」であり、事実関係を「完全に解明することが必要にして十分な条件である」

（第２版注解民事訴訟法(4)３１０頁、３１１頁）、あるいは、「裁判所は裁判

をするに熟したるときでなければ、弁論を終結して判決をすることはできない」

（菊井維大・村松俊夫著「全訂民事訴訟法(1)補訂版」１１３３頁）と解されて

いる。 

ドイツ法３００条の解釈も、日本法の解釈と同様であり、「裁判成熟性」とい

う概念で理解されている。すなわち、ドイツ民訴法のコンメンタールであるSte

in/Jonas Kommentar zur ZPO 22.Auflage、§300 Rn.6 f.は、判決には裁判成熟
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性が必要であり、「裁判のために考慮されるべき個々の攻撃防御方法が未解明で

ある限り、裁判成熟性は欠けている。」と述べる。また、Musielak Kommentar 

zurZPO 9.Aufl.§300 Rn.8は「訴訟につき裁判しうるためには、裁判上重要な事

実資料が十分に解明されていなければならない。判決を基礎づけ得るためには、

証明を要する事実に関して適法な証拠が裁判所により取り調べられ、評価されな

ければならない。」「裁判所は、たとえ理論的に可能なあらゆる事案解明の可能

性を利用しなくてよいにしても、事実面と法律面を当事者と委細を尽くし論じ、

あらゆる重要な事実につき陳述する機会を当事者に与える義務を負う」とする。 

また、英米法の訴訟制度では、提訴後のプレトライアルで当事者は徹底した事

実解明をすることができる。大陸法の訴訟制度は、裁判成熟性を結審の要件とす

ることで十分な審理と事案解明を確保していると考えられる。 

審理期間を制限した手続では裁判成熟性の原則で結審するのではなく、期間が

くれば結審するという原則で運営する。裁判成熟性の原則も適用されると言われ

るが、仮にそうであるとしても、期間がくれば原則として審理は終わるという原

則も適用されるから、裁判成熟性の原則が軽視されるおそれがある。すなわち、

６か月の期間が来たとき裁判官が結論を出すにはまだ審理を続ける必要がある

と思っても、両当事者が期間限定の手続を望み、裁判官もいったんは６か月で判

断できると考えて期間限定の手続で審理する旨の決定を出したのであるから、裁

判官の職権で通常手続に移行するということは、条文上ではできることになって

いるものの、実際にはしにくいと予想される。 

 

（５）民事裁判制度全体に影響するおそれ 

ア 当事者、代理人から「最近の裁判官は、迅速を重視するあまり、裁判の適正

さを忘れているのではないか」、「拙速に当事者の主張の当否だけで結論を出

してしまう」との声が出ている（特集「弁護士は民事裁判をどう見ているか」

（大阪弁護士会の弁護士アンケート調査）（自由と正義２０１３年８月号３３

頁以下）。審理期間を制限する制度の新設は、そのような状況を悪化させるお

それがある。 

背景には、長年にわたって事件が増えても裁判官が増員されず（日弁連「裁

判官、検察官の倍増を求める意見書」(２００３年、日弁連ホームページ)）、

裁判官は手持ち事件が多く、東京地裁の裁判官の場合、常時約１９０件（２０

１８年）を持っている（衆議院法務委員会平成３０年３月３０日議事録）。そ

こで、証拠法則では問題がある陳述書に頼り、証人調べを減らし、尋問の時間

を減らすことになる。最近の当事者や証人の人証調べの人数は４０年前の約４

分の１である。証人に限れば約６分の１である（近畿弁護士会連合会「民事控

訴審の審理に関する意見書」２０１８年８月〔同連合会ホームページ〕）。ま

た、控訴審は民事訴訟法では続審であるが、事後審的運営を行われており、控

訴事件の８割近くが１回で結審をしている（近畿弁護士会連合会「民事控訴審
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の審理に関する意見書」（２０１８年８月）（近弁連ホームページ）。 

多くの弁護士は裁判官の強引な和解勧試を経験している（「弁護士は民事裁

判をどう見ているか」（大阪弁護士会の弁護士アンケート調査）（自由と正義

２０１３年８月号４５頁））。裁判官が弁護士に対して法定審理期間訴訟手続

の利用あるいは通常手続からの移行を勧める可能性がある。 

 

イ 訴訟制度は、事実を明らかにして権利と正義を実現することが使命であり、

役割である。審理期間を限定する法定審理期間訴訟手続は、この訴訟制度の使

命と役割を十分に果たせず、国民の司法への信頼を失わせるおそれがある。訴

訟の充実化・迅速化は、日弁連の２０２０年６月の意見書が提言しているよう

に、裁判官の増員、証拠収集制度の整備、運用（実務）の改善等によって進め

る必要がある（日弁連「民事裁判手続等ＩＴ化研究会報告書―民事裁判手続等

のＩＴ化の実現に向けて－」に対する意見書）。 

 

ウ このような簡易な手続に裁判官や弁護士が慣れてしまうことにより、通常訴

訟への対応の仕方にも影響するおそれがある。また、裁判官は多数の事件を抱

え次々と新件を配点されるので、期間を法律で限定された法定審理期間訴訟手

続の事件と通常訴訟事件とに同時に対応しなければならなくなると、前者の対

応に追われ通常訴訟にしわ寄せがいく懸念がある。 

また、かつて、直接主義・公開原則から当事者尋問も主尋問を含めてすべて

証言するのが当然であったのに、まずは形式的なことから陳述書が始められ、

いつの間にか陳述書がほとんど主尋問に変わるもののように扱われるように

なってしまった。このように、いったん運用や制度が始まると、とりわけその

運用や制度の存在を前提として法曹としてスタートする裁判官も弁護士も、問

題意識を持ちにくくなるのが現実と思われる。 

だからこそ、日弁連・弁護士会は、この法定審理期間訴訟手続の持つ問題点

及びリスクと考慮すべき内容を、今後も伝え続け、この手続だけでなく民事訴

訟全体についても問題事例が生じないか注意を向け続け、適時に必要な問題提

起等の活動をしていく必要がある。 

 

２ 立法事実を裏付ける資料が乏しい     

 

（１）提案の理由 

   最高裁による提案理由は、「事前に民事裁判の終局までの期間を予測するこ

とができないことが民事裁判の利用をちゅうちょする要因ではないかとの御指

摘もございます。」とのべており、期間予測可能性を高めることにより裁判の

利用者が増えるというものである。 

中間試案の補足説明も同様に、次のように述べている。「ところで、第一審
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民事通常訴訟事件の事件数は、現在、減少傾向にある。その要因は、様々なも

のが考えられ得るが、その要因の一つとして、現在の民事裁判が社会の求める

スピードや効率性にそぐわなくなっていることや、事前に民事裁判の終局まで

の期間を予測することができないことがあるのではないかとの指摘がある。現

在の民事裁判において、その利用をちゅうちょする要因の一つがこのような点

にあるのだとすると、終局までの期間を一定の期間とし、かつ、終局までの期

間の予測可能性を高めることによって、国民が民事裁判を利用しやすくなると

も考えられる。」（４６頁） 

しかし、第３ １（１）で述べたとおり、期間の予測可能性がないことが裁

判をちゅうちょさせるといったデータはなく、最高裁判所あるいは法務省がそ

のように言っているという以外に何ら根拠がないのである。 

 

（２）立法事実（必要性）と弊害の調査・検討ができていない 

   日弁連の２０２１年３月の意見書で「現在の訴訟手続で認められている訴訟

当事者の訴訟上の権能は、憲法第３２条の裁判を受ける権利の要請を具体化し

たものである。この手続に特則を設け、前記権能について一定の制約を課する

のであれば、制度導入の必要性（予想される効用、利用予測、現行法で代替可

能な制度はないかなど）とともに、当該制度による制約の程度や導入による弊

害はないかなど、制度導入の合理性を支える立法事実を精査する必要がある。」

と指摘されたが、その後、これらの点について調査、検討が追加されることは

なかった。国会の審議で、立法事実（必要性）について調査、検討が十分でな

いと指摘された。 

 

（３）日本の裁判の審理期間の実情、裁判件数が増えない理由 

ア 審理期間 

    裁判は時間がかかるとか、日本の裁判は長くかかりすぎではないかといっ

たことが指摘されることがよくある。裁判制度は、当事者双方に反論の機会

を保障し、厳正な手続きを通じて事実を解明しようとするものであるから、

本来的にそれなりの時間を要するものである。このことは国民の権利保障を

重視する民主主義国家においては世界共通ともいえるものである。 

では、日本の裁判は諸外国と比べて特に時間がかかる状況なのだろうかと

いうことである。世界銀行のビジネス環境ランキングの統計データによると、

「契約の履行を求める訴訟」における訴訟提起から最終判決までの日数は、

１９０か国中１７位であり、Ｇ７の中ではトップ、ＯＥＣＤ加盟国３６か国

中５位である（脇田喜智夫「民事裁判インターネット化制度構想と日本の民

事司法制度」消費者法ニュース１２２号１３６頁）。日本の裁判は外国との

比較で言えば決して時間のかかるものではないのである。 
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イ 平均９か月の持つ意味 

 司法統計によれば、新型コロナ感染前の２０１８（平成３０）年の平均審

理期間（過払金を除く）は９．１か月である（第 8回迅速化報告書２０頁）。

２００８（平成２０）年の８．１か月と比べてやや長期化の傾向にあるよう

に見えるが、裁判の充実・迅速化のための方策を検討するためには、裁判が

長期化していると一律に言えるのか、またその原因は何かを明らかにするこ

とが重要である。この点については第３ １（２）で詳しく述べた。このよ

うに原因を明らかにして、それへの対策を講じるというのが本来の進め方で

あり、まずは裁判の期間を限定して迅速化を図ろうというのは、本末転倒で

ある。裁判が迅速に進まない要因として、裁判官や裁判所施設の不足、証拠

収集の困難さ、複雑困難な事件の増加などが、かねてより指摘されてきてい

る。 

 

ウ 裁判件数が増えない理由 

    最高裁は、期間限定の訴訟手続を提案するにあたって、裁判が減少してい

る要因として、裁判終了までの期間が予測できないことが一因であると述べ

ている。しかし、そのような調査がなされたのか、何か根拠に基づく説明な

のかは明らかではない。 

証拠収集が容易でないこと（立証の困難さ）、提訴手数料が高額なこと、

弁護士費用の負担（法律扶助の不十分さ等）、認容される賠償額が低額なこ

と、原告側の立場でも被告側の立場でも貧困化の進行があること、執行が困

難なこと、規制緩和等のため権利を根拠づける実定法が空洞化していること、

ＡＤＲ機関が増えていることなど、いくつもの要因が考えられる。 

裁判利用件数を増やすことを本手続創設の理由とすることは、誤っている。 

 

（４）「想定されている事件」として説明された点について 

ア この手続きが想定している事件として説明 

「この手続きが想定している事件」としては、企業間の紛争で事前に交渉

が重ねられた事案など、「互いに相手方の主張する事実を把握し、証拠資料

も十分に保有し合っているものの、結論において合意に達することができな

い場合に、その点に限って裁判所の判断を求めたいといった事件である」と

説明されてきている。 

しかし、そのような事件は、従前の訴訟制度下でも比較的早期に終わって

いる。司法統計によれば、事件の類型により平均審理期間は異なっており、

貸金事件が７．2 か月、売買代金事件が９．２か月である。平均審理期間と

は、「事件の受理日から終局日までの期間の平均値」であると定義されてお

り、提訴から第１回期日まで１～２か月、審理終結から判決まで１～２か月

要することを考慮すると、上記類型の事件は、実質審理期間は６か月以内だ
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ということができる。 

 

イ 適用除外となる訴訟類型 

    消費者契約事件と個別労働事件が適用除外とされている。これらの事件が

適用除外とされた理由について、法務省金子民事局長は次のように説明して

いる。「この手続では、当事者において訴訟活動を集中的かつ迅速にする必

要が生ずるので、証拠の偏在や経済力に格差がある事件類型はこの制度の前

提を欠くと考えられます。そのため、消費者契約に関する訴え及び個別労働

関係民事紛争に関する訴えについては、この手続を利用することができない

こととしております。」 

しかし証拠の偏在が問題となる事件は消費者契約事件や個別労働関係事件

に限られない。 

アで述べたように、本来この手続きが予定していた事件として、企業間の

紛争で事前に交渉が重ねられた事案等が想定されていると説明されていた。

しかし、この制度がひとたび運用されると、６か月で終わる裁判と聞かされ

てそのリスクをあまり認識せずに、また多くの裁判利用者は自分が勝てると

信じているので、立法当初に想定されていた事件に限らず広く利用される恐

れがある。 

 

３ 不十分な審理、ラフ・粗雑な審理となる危険性 

 

（１）ドイツ法を母法とするわが国の民事訴訟法２４３条は、「裁判をするのに熟

したとき」に結審して判決をすると定めている。「裁判をするのに熟した」と

の意味は、「必要な攻撃防御方法が尽くされたと認められる場合」であると解

されている。法定審理期間訴訟手続では６か月（以内）で審理を終えなければ

ならず、裁判成熟性の要件が侵害されるおそれがある。 

審理期間が限定されるため、事実上主張や証拠が制限され、不十分・粗雑な

審理になる危険性を有した手続であることは法務省も認めているところであ

る。法務省は、それらの危険が存在することを前提に、その危険を除去するた

めの措置を講じているので適正な審理が実現できると説明している。 

 

（２）ＩＴ化研究会の第２読会（第９回）（２０１９年４月１７日）で最高裁から

提案された期間限定訴訟は、主張の回数や証拠を制限しようとするものであっ

たことに注意を払う必要がある。 

当日の研究会の資料には「当事者が同意し、裁判所が相当と認める場合を要

件として、主張・証拠方法等について一定の限定を付し、一定の期日回数又は[及

び]期間の中で、争点中心の集中かつ充実した審理を実現することによって、紛

争解決の実効性を担保しつつ紛争を迅速に解決する手続を設けることについ
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て、どのように考えるか。」と書かれている（第 9回ＩＴ化研究会資料９－２）。 

   補足説明資料によると、「期日の回数及び期間を制限するとした場合には、

労働審判と同様に特別の事情がある場合を除いて３回以内の期日に限り、さら

に、期間について、審理全体を最長で６か月以内とすることなどが考えられる。」

とされていた。さらに「主張や証拠について、提出期限を厳格化した上で、主

張に関して、準備書面の分量等を制限（文字数、行数及び枚数等により制限を

することが考えられる。）し、また、証拠方法に関しても、双方が自ら所持し

ており、即時に取り調べることのできる書証等のほか、英国の制度と同様に、

証拠調べの期日を１日以内とするとともに、人証の人数についても各当事者に

つき１人以下に制限することなどが考えられる。」とされていた。 

主張制限や証拠の制限は、さすがに多くの反対が出てきたことから修正され

て、何度かの修正の結果法制審で取りまとめられた法定審理期間訴訟手続の内

容となったものである。しかし、その根底には、主張・証拠を制限しても迅速

で簡易な訴訟を進めようとしていたのである。審理期間の制限をすることは、

本来的に粗雑で不十分な審理となる危険を内在するものであり、逆に言えば、

限られた審理期間内で審理できるような事件にしか適用されるべきではないと

言えるのである。ところがひとたび制度が出来上がると、そのような訴訟に限

定されずに利用されたり、民事事件は簡易な手続きでよいのではないかといっ

た風潮が一般事件にまで蔓延しかねないところに、本制度の問題がある。 

 

４ 同意（合意）を根拠とする点の問題 

 

（１）審理期間の限定が認められる根拠とは 

中間試案の補足意見は、「新たな訴訟手続は、当事者による手続選択について

の合意を基礎とする」という（中間試案の補足意見４９頁）。それ以上には制度

の根拠について述べていない。 

笠井正俊教授も、当事者に制限のある手続を正当化する根拠は当事者の同意で

あるとする（笠井正俊「特別訴訟手続」ジュリスト１５５１号７０頁）。 

また、期日回数を制限した迅速訴訟手続の構想を提案する山本和彦教授は、そ

のような訴訟が可能とする根拠は、審理契約による手続の規律という考え方だと

いう（山本和彦「民事訴訟法１０年」判タ２００８年４月１５日号１００頁、山

本和彦「審理契約再論」法曹時報５３巻５号１１５２頁）。 

しかし、訴訟制度における合意についての議論は、熟していないと言われてい

る。審理契約を主張する山本和彦教授も、「審理契約については、まだ十分に熟

した議論が展開されているとは言い難い状況にある。」とする（「審理契約再論

」１１３８頁以下）。法定審理期間訴訟手続が設けられたが、合意を基礎として

審理期間の制限を認めることができるか、法学上の検討は十分でない。 
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（２）民事訴訟における審理のルールと当事者間の合意について 

「民事訴訟の進行等審理方法に関する事項については、いわゆる任意訴訟禁止

の原則が妥当し、当事者間の合意によって規律することはできないとするのが伝

統的理解である。」（山本和彦「審理契約再論」１頁、１３２頁）。 

任意訴訟が禁止されている理由は、裁判所にとって画一的処理が効率的で必要

である（裁判所の公益）ことに加えて、裁判官の恣意的な運用を防止する（公権

力のチェック）、証拠の審理方法についての原則を定める（証拠法則）、情報や

資力などの点で、経済的社会的に格差がありうる国民を保護する（当事者間の公

平）、裁判所の多数の当事者を平等に扱う（他の裁判利用者との衡平）などであ

ると考えられる。 

民事訴訟法が訴訟上の合意で認めているものは、管轄合意、仲裁合意、期日変

更の合意など僅かである。ほとんど認めていない理由は、一番には訴訟は裁判所

による司法権という公権の行使であるためだと解される。それら以外の場合に、

どこまで訴訟に関する合意が認められるかについては、根拠や範囲について争い

がある（三ヶ月章「民事訴訟法」(第二版)３３４頁。山本和彦「審理契約再論」

１１３８頁～１１４０頁等）。 

法律で合意を基礎とした制度を作る場合は、単なる当事者間の合意の場合と異

なり、任意訴訟禁止の原則がストレートに適用されるわけではないが、法律があ

るからといって任意訴訟の禁止の理由が害されてはならない。一定の範囲で当事

者の合意を認める説も、裁判所の有する公益や他の裁判所利用者の利益を害さな

い範囲での議論であるとしている（山本「審理契約再論」１１３２頁）。合意を

認める説も、特定の事件についてだけ頻繁に期日を入れて濃縮な審理を行うよう

なことは許されないとしている（山本「審理契約再論」１１３３頁注（１））。 

仮に法定審理期間訴訟手続においても、当事者の要望で期間内に収まるように

濃縮した審理を行うことになれば、裁判所と他の当事者に影響を与え、公益を害

し、他の事件の当事者との間で不公平になる。 

 

（３）十分な予測ができない時点での同意の問題 

法定審理期間訴訟手続は、規定上は、訴訟の当初だけでなく、途中からも使う

ことができるが、途中からの使用は意味がないことが多いと考えられる。訴訟の

当初の段階は、相手方の主張や立証がわからないことが多い。予測が困難である

時点の同意に法的拘束力を認めるのは適切であるかとの問題がある。あらかじめ

手を縛ることになるので、使用されない原因の一つになる可能性がある。 

井上治典教授は、古い論文であるが、その中で「審理契約論が今ひとつ実践性

に乏しく、広い支持が得られないのも、関係者の一回的合意で、不確定で流動的

な将来の審理計画が決められる。しかも、その合意にはかなり強い効力が与えら

れるという考え方が、現実の要請に耐えられないからではないか」と述べている

（井上治典「『合意』から『かかわりのプロセスへ』(民訴雑誌４３号１４４頁)
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（１９９７年）」。 

 

（４）口頭での同意で可とした問題 

この手続の申出や同意は、書面でしなければならないが、口頭弁論又は弁論

準備手続の期日においては口頭ですることができるとされた（法３８１条の２ 

３項）。 

期日での場合は口頭での申出や同意でよいので、期日の場で、裁判官から打

診され、あるいは勧められ、この手続の内容や問題・リスクをよく知らずに対

応する可能性がある。判断権者であり訴訟指揮権を持つ裁判官からの打診や勧

めには、当事者・代理人に対しての一定の効果（断りにくいという心理）があ

りうる。また、この手続は規定上、本人訴訟にも適用しうるものであることか

ら、本人がその場で応じてしまうことも懸念される。 

弁護士の立場としては、この手続は当事者の憲法上の権利に関わる問題であ

るので、この手続の内容や問題・リスクを考えずに、また、当事者と十分に相

談することなく、同意をすることは避けなければならない。 

 

（５）合意の破棄を認めた問題 

この手続は、法制審の終盤に制度案が修正され、一方当事者だけで通常手続

への移行を申し立てることができることになった。何ら理由は要らない。 

この手続は、現行法では双方弁護士が期間について合意をしていても片方が

破ることがあるので、期間を守らせるために法制度にする意味があるという理

由で提案された。しかし、途中で離脱ができる制度になったので、この制度を

作る目的は大きく失われた。 

また、合意を基礎にすることを審理期間の限定を認める根拠としながら、そ

の合意を一方当事者だけで破ることができるとしたもので、制度の重要な根拠

を自己否定する矛盾した制度である。しかし他方、これを認めなければ、この

期間限定訴訟の危険性を回避できる「手当て」をしたと説明できなかったもの

であり、この手続が本質的に抱える問題を浮き彫りにしている。 

 

５ 判決の問題 

 

（１）この手続による判決 

裁判所は「判決において判断すべき事項」を当事者双方と確認し、理由にはその

事項に対する判断のみを書けば足りる。通常訴訟より部分的、簡略な判決にできる。

判決書の簡略化、部分化を認めた。 

当事者双方と確認する時期は証拠調べ終了の前の段階（攻撃防御方法提出期

限まで）。 

終結から判決言渡しまで1か月以内。 
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判決に異議を出せば通常訴訟に移行するが、その異議審の審理及び判決には

手形小切手訴訟に関する特則の条文（法３６２条及び３６３条）が準用される

ので、結果が変わらなければ認可判決になる。 

通常訴訟移行後の判決に対しては控訴できる。 

 

（２）従来の判決とは異なるものを民事訴訟における「判決」と認めたことの問題 

 点 

憲法が保障する裁判を受ける権利とその内容である法的審問請求権には、訴

訟制度としての要件を備えた「判決」が含まれている。 

また、判決には司法権の行使による公共財としての性格がある。 

大阪弁護士会のパブリックコメントに対する意見書（２０２１年４月３０

日）は、このような「判決」提案がされる前の段階の提案に対しても「判決の

既判力の根拠は、当事者が十分な攻撃防御方法を尽くした点に求められるとこ

ろ、証拠や期間が制限された手続の下での判決に、これと同等の効力を認める

のは相当でない。」と指摘していた。制限された手続というだけでも判決の既

判力の根拠が疑われるのに、法定審理期間訴訟手続による判決は、さらに「判

決」そのものまで、従来の判決と異なるものにした。この「判決」に認められ

る既判力に問題は生じないのか、また、そのような「判決」に通常判決と同様

の判例としての価値が認められるのか等の重大な問題を抱えた制度になった

のである。 

本制度の提案の意図が、訴訟制度という名称でありながら実は非訟手続化し

たものでいいという発想であることが、より一層顕在化したと言える。 

なお、改正法成立後に、定塚誠元判事は、「当事者が『結論に至った経緯や

証拠を示してほしい』という当然な内容を求めたら裁判所はどうするのだろ

う。あるいは、この『当事者双方との間で確認した事項』が特にない場合は、

裁判官は、現在の通常の一審判決と同じ程度の判決をすることになるのだろう

か。この点は、いずれ裁判所事務当局と現場の裁判官らとの間で協議がされ、

法定審理期間訴訟手続用の『簡にして要を得た』モデル判決書集などが作成さ

れるであろう。そうなれば、現在の長大重厚な判決は姿を消し、一審判決全体

が『簡にして要を得た』わかりやすい判決書に変わっていくことも十分に想定

される。」としている（ジュリスト１５７７号（２０２２年１１月号））。現

在の判決が「長大重厚」と言えるのかはともかく、法定審理期間訴訟手続によ

る判決がどのようなものになるのかが改正法成立時点でもなお明確でないこ

と、簡易な判決になることが想定されること、そしてそのことが通常訴訟にも

影響を及ぼしていく可能性があることが、うかがわれる。 

 

（３）当事者双方と確認する事項並びにその時期 

「当事者双方と確認した事項」のみについて理由は判断すればよいとされる
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が、実際にどのような範囲が確認されるのか、法制審部会でも最終盤に突然提

案されたものであり検討は不十分だったため、明確とは言いがたい。弁護士と

しては、この判断事項が不適切に制限されることがないよう、注意を払うこと

が求められることになる。 

また、確認する時期も、「証拠調べをする期間が満了するまで」と提案して

いたところ、「攻撃・防御方法の提出期限まで」に繰り上げられた。これでは、

証拠調べが終了するより前に、判断すべき事項を確認することになる。これは、

人証を調べる証拠調べの流動性（時に主張を見直す契機になったり、争点とさ

れていたものがそうでなくなったり、逆に新たな争点や証拠調べの必要性が浮

かび上がったりする可能性）や、証拠調べの価値を軽視するものである。 

最近の裁判の傾向として、人証調べが軽視されているが、本制度による判決

が導入されることで、通常訴訟での人証調べの軽視がより一層進むことが懸念

される。裁判官には「主張と書証で結論を出せる」という人さえあるが、本制

度による判決は、このような発想が根底にあると考えられる。 

そもそも、わが国の民事訴訟は事前の証拠収集が十分にできないために、人

証の証拠調べが審理で重要な部分を占めることが少なくない。反対尋問で新た

な事実が出ることもある。それが判断すべき事項に入っていない可能性もあり

うる。そのような場合は通常訴訟への移行申立ができるよう「手当て」がされ

ていると言われるが、判断権者であり訴訟指揮権を持つ裁判官の心証ないし印

象悪化の懸念や相手当事者の反発が想定され、とりわけ証拠調べまでした段階

に至って実際に移行申立てをするのは、事実上困難である。 

やはり、すべての審理を終えて全体をふまえて判決の理由は書かれるべきで

あり、この点からも、法定審理期間訴訟手続を使うことには慎重さが求められ

る。 

 

（４）結審から１か月以内に判決 

現行法の結審から判決言渡しまで原則として２か月以内（法２５１条１項。

この規定は、改正法の法定審理期間訴訟手続施行後は、通常訴訟にのみ適用さ

れることになる）は必ずしも守られていない。しかし、法定審理期間訴訟手続

は１か月で判決を出さなければならない。裁判官は、審理終結から１か月で判

決を書くのは大変なので、攻撃防御方法の提出期限満了までに「判決で判断す

べき事項を確認」して、証拠調べの終了する前に事実上の心証形成により判決

作成に取り掛かる事態も危惧される。 

また、裁判官に１か月の期間を厳守させると、他の事件へのしわ寄せがあり

うる。すなわち、裁判官は一人で多くの手持ち事件があり（たとえば東京地裁

では１９０件程度）、期間が決まっているこの手続の審理と判決を優先させる

ことになると、通常訴訟事件がしわ寄せを受け、そのために遅延する懸念があ

る。 
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（５）異議の実質的効果の問題と手形小切手訴訟に関する特則の条文の準用の問題 

ア 異議があれば終結前の程度に復し、通常の手続による審理をする 

しかし、いったん判決を書いた同じ裁判官が審理を行うので、どれだけ審理

が追加されるのか、どれだけ新たな主張立証の必要性を認めるのか、どれだけ

心証をリセットして判断がされるのか、疑問である。当事者も同様に考え、諦

めることになるだろう。あきらめることを想定し、それでもよいとする訴訟制

度は、実質的には裁判を受ける権利を侵害する制度である。 

 

  イ 手形小切手訴訟に関する特則の条文が準用される 

そのため、理由の記載が限定された判決に対して異議が出て通常訴訟が行わ

れても、結論が同じであれば、理由記載が限定されている本手続の判決を認可

するだけで足りてしまうことになる。 

このように簡易な判決を認めることは、判決の起案を負担に感じている裁判

官にとっては、法定審理期間訴訟手続を利用させたいというインセンティブが

はたらき、８で述べるように、裁判官が積極的にこの手続きを勧める懸念が大

きいものとなる。 

そして敗訴判決が続いた当事者は、結局、一審で通常の判決を受け取れない

ままになってしまう。そのような判決で控訴するかどうかを判断しなければな

らないことになる。控訴する場合、そのような判決に対して控訴理由を書くこ

とになる。 

さらに、控訴しても、後述のとおり控訴審では一回結審の実情がある。 

 

（６）中間試案まで議論もされずパブリックコメントの対象にもなっていなかった点 

判決という訴訟の根幹をなす制度を変えようとする案なのであるから、本来、パ

ブリックコメントのやり直しが必要なほど、手続的にも重大な問題を抱えた制度で

ある。 

 

６ 控訴審との関係 

                  

この手続による判決に対する異議で通常訴訟になり、その異議審で言い渡され

た判決に対しては、控訴をすることができる。 

しかし、一審の段階で、異議により通常訴訟手続になっても、新たな主張立証

が必要性がないとしてほとんど認められなかった場合や、認可判決だった場合、

控訴審には、一貫して通常訴訟だった場合に比較して主張立証の不十分な原審の

訴訟記録及び通常判決とは異なる判決が来ることになる。また、代理人としては

控訴理由を書くのに困難を伴うことが懸念される。 

民事訴訟の控訴審は、法律上は「続審」であるにもかかわらず、「事後審的運
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用」がなされているのが実情である。これまで近弁連は、この運用の問題性を指

摘するシンポジウムを開催し、意見も公表してきた。最高裁は、この運用は一審

で充分な審理を尽くしていることを強調していたのであるが、弁護士会はその前

提についても警鐘を鳴らしてきたところである。この法定審理期間訴訟手続は、

期間限定訴訟であるがゆえに、事実上主張立証が制約されるリスクのあることは、

前述したとおりであり、その控訴審でも「事後審的運用」がされればより一層、

問題である。しかし、控訴審の裁判所が、法定審理期間訴訟手続を経た判決の控

訴審であるからといって、「事後審的運用」をしないという保障はない。 

つまり、原審でも控訴審でも、十分な主張立証ができず、通常訴訟の判決と言

えるような判決を得られないままに終わる懸念がある。 

そもそも高裁での一回結審の運用は原審で十分に審理が尽くされていることが

前提となっていたはずであり、そのために各地裁で一審強化民事部会などが開催

され、原審における充実した審理実現のための協議が行われているところである。

ところが、法定審理期間訴訟手続は、たとえ「双方当事者の同意」が条件になっ

ているにせよ、審理そのものはかなりの程度簡略化されるおそれは否定できない。 

労働審判手続のように当事者間で和解解決が図れればまだよいが、判決に至っ

て異議が申し立てられた場合、法律上は通常訴訟に移行することになってはいる

ものの、法定審理期間訴訟手続においては手形訴訟判決手続によることとなって

いることから、やはり十分な審理が尽くされるとも言い難い面がある。 

そのようにして出された判決が控訴された場合、高裁において通常訴訟事件の

控訴審と同様の運用がなされれば、一審・二審を通じて十分な審議を尽くさない

まま当該事件が終了してしまう恐れがある。 

従って、法定審理期間訴訟手続における事件が控訴された場合は、（事案によ

ることは無論のことであるが）一回結審の運用を安易に適用するのではなく、高

裁において十分な審理を尽くし、通常事件と同様の中身のある判断を示すとの運

用を図るべきである。しかし、現在の高裁の事後審的運用の状況を考えると、果

たしてそのような審理・判断がなされるのか懸念がある。 

つまり、弁護士は、この法定審理期間訴訟手続を選択した場合のリスクを認識

し考慮する必要があると言える。 

 

７ 規定上は訴訟代理人がついている事件に限定していない  

 

（１）条文上は訴訟代理人がついていることを要件としていない 

期間限定訴訟は当初、最高裁も、弁護士が代理人についていることを要件と

して地方裁判所における手続として提案し、本人訴訟の多い簡易裁判所につい

ての提案はしなかった。 

法制審部会の部会資料でも、期間限定訴訟の選択の判断及びその手続遂行に

は専門的な知識、経験が必要であることから、弁護士が代理人についていない
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場合の危険性・リスクについて繰り返し述べている。上記のような経緯があり、

訴訟代理人がついていない事件では原則として認められないとする説明である

が、条文ではそのような規定になっていないことは、前述したとおりである。

さらに、法制審部会の途中までは簡易裁判所を想定していなかったのに、本人

訴訟の多い簡易裁判所でも利用できることになった。 

 

（２）法制審部会での「説明」や国会での答弁の遵守状況に注意を払うべき 

  訴訟代理人がついているのと同視できるような当事者を想定しているとし

て、法務部があるような会社を例に挙げた説明ないし答弁がされている。 

この手続が施行されて、裁判の現場で問題事例が生じないか、弁護士会は注

意を払い、適宜適切な対応が求められる。弁護士も、相手方が本人訴訟だった

場合に、「説明」や答弁内容に反してこの手続が使われないよう留意すること

が求められると言える。 

 

８ 裁判所がこの手続を打診ないし勧めることもありうる  

 

（１）裁判所がこの手続を勧める可能性は否定されなかった 

   規定上、裁判所が勧めることは禁止されていない。また、国会での審議でも、

裁判所が勧めることを否定しない答弁がされている。「訴訟代理人がついてい

るので、裁判所からこの手続を勧められた場合、訴訟代理人が適切に判断する

ので問題ない。」という趣旨の答弁がされた。 

   しかし、第１に、この手続は規定上、双方に訴訟代理人がついている場合に

限定されていないことは前述のとおりである。むしろ時間のかかりそうな本人

訴訟についてこの期間限定の訴訟を利用したいという裁判官の心理が働くケー

スも否定できない。 

   第２に、訴訟代理人にとっても、裁判所からこの手続を打診ないし勧められ

た場合、判断の難しい立場に立たされる可能性がある。依頼者が「早く終わる

手続なら。」と思って、あるいは判断権者であり訴訟指揮権を持つ裁判官の勧

めを断ることにためらいを抱いて（より積極的に裁判官の意向に応えようとい

う心理が働くこともありえる）、応じることになる場面も想定される。途中で

通常訴訟への移行申立てができるという条文があるので、なおさらである。 

   しかし、不本意な結果に終わった場合、当事者は代理人への不満、司法への

不信を抱くことになりかねない。また、逆に、通常訴訟への移行申立てをされ

た側の当事者は「早く終わる、期間の予測が可能であると言われたから、この

手続に応じたのに、話が違う。これなら初めから通常訴訟のまましていた方が

良かったのではないか。」と、やはり、代理人への不満、司法への不信を抱く

ことが危惧される。 
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（２）裁判官がこの手続を使おうとする可能性 

 当初の提案段階の提案と違って、改正法では、通常訴訟で提訴されたケース

でも、訴訟手続のどの段階でも、原告からでも被告からでも、申出ができるこ

とになり、しかも、６か月というのは上限であって裁判所がそれ以下の期間に

することもできるようになった。ある意味では、裁判所にとっても、利用でき

るケースでは使いやすいものになったとも言える。 

そして、多くの裁判官にとっては、担当事件の処理件数の多寡ないし変動は

大きな関心事項であり、「いかに迅速に件数をこなすか」のプレッシャーを日

々感じている。すなわち、毎月回ってくる「新受・既済件数等一覧表」で、自

分の新受件数と既済件数が全裁判官に配布されているところから、いわゆる「赤

字、黒字」を意識させられるが、上記一覧表の処理件数は、判決のほかに「和

解」（一部の裁判所においては別に「労働審判（調停成立）」）の件数も記載

され、判決以外の方法による事件処理能力が一定の評価を得ているといっても

あながち間違いではない状況になっている。 

ごく少数と思われるが、中には和解で担当事件を解決しようと、かなり強引

に（時には心証を披歴することもなく）和解を勧めようとする裁判官もいるこ

とは、時折指摘されることである。 

また、各裁判官に配布される上記一覧表とは別に、各部主任書記官・訟廷管

理官（事件管理全体をする書記官）などを通じて、民事部総括裁判官や上席判

事に、各裁判官の審理期間の長短及び弁論終結後の２か月を超えても判決言渡

しが未了（判決未済とよばれる）の事件数が共有される結果、裁判官は自分の

仕事の状況がどのようなものであるかを絶えず意識させられる。そしてさらに

いうなら、そもそも期間限定訴訟は最高裁が提案したものであることを裁判官

は知っている。法定審理期間訴訟手続が施行されれば、上記一覧表にこの手続

に関する項目が加わると想定される。 

このような状況下で、事件処理を早めようとする裁判官がこの手続を当事者

に勧めようとの意識が働く可能性がある。そして、そのような簡易な手続に裁

判官も代理人も慣れてしまうことによる民事訴訟全体への悪影響も懸念される

ところである。 

 

（３）改正法が成立した段階から、すでに先取り的な動きがある 

改正法が成立したがまだ法定審理期間訴訟手続が施行されていない現段階か

ら、すでに先取り的な動きが起きている（詳しくは後述）。 

これは、かつて、控訴審の「事後審的運用」が東京高裁で試行され、その内

容が報告され、全国の高裁に広がった経緯を想起させるものである。 

 

（４）改正法が成立した直後から法律雑誌等に推奨する論考の掲載が続いている 

とりわけ、「労働審判の成功」を例に挙げて、この手続を推奨する論考が見
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られる（定塚誠元判事の判時２５１９号（２０２２年７月２１日）、ジュリス

ト１５７７号（２０２２年１１月号）の論考）。 

しかし、労働審判は、労働事件の中の適切な事件を適切な体制でしかも審判

手続で行うことにしたことが積極要因なのであり、この法定審理期間訴訟手続

とは全く異なる（野々上友之「労働審判制度の『成功』から何を学ぶか」（民

主的司法の展望所収）が参考になる）。 

適切な事件の点では、個別労働事件に限られ、さらに、労働審判規則９条及

び１６条の記載事項（①予想される争点及び当該争点に関する重要な事実、②

予想される争点ごとの証拠、③当事者間においてされた交渉その他の申立てに

至る経緯の概要）を記載することを求めている。この段階で一定の選別ができ

る。３回以内に終わることが困難な事案と判断されれば、打ち切りにすること

ができる。 

適切な体制の最も重要なポイントは、裁判官と労働側・使用者側それぞれの

立場から選出された審判員の計３人で構成される特殊な審理体である。 

また、解雇問題や賃金問題など生活環境を早く整える必要に迫られる労働者

のいわば「背に腹は代えられない」側面や、証拠偏在等のため通常訴訟より労

働審判を選択する側面、合意の成立を期待する側面、などの特徴がある。 

そもそも非訟手続であり、合意の成立を想定し、合意できない場合の審判も

判決と異なり簡易なものでよい。 

労働審判手続から通常訴訟に移行した場合、裁判体は異なる。 

これらに対して、本件提案は、訴訟手続でありかつ民事事件一般を対象とす

るものであり、労働審判とは全く異なるもので、根拠にするのは誤りである。 

 

９ 弊害などに対する配慮とされている点について 

 

（１）法務省の説明する「弊害への配慮」 

「第５ ３」でみたように、訴訟の期間を限定することにより主張や証拠が

不十分なものとなりラフジャスティスのリスクを有していることは、法務省も

認めるところである。 

他方、法務省は、そういったリスクを避けるための制度的な措置を講じてい

るとして、充実した審理ができるとした。それは以下のようなものである。 

① 当事者の一方がいつでも通常訴訟に移行できるようにしたこと 

② 消費者契約事件と個別労働事件は対象外とするなどの配慮をしたこと 

③ 裁判所が当事者の衡平や適正な審理の実現の見地から訴訟進行を行い、こ

の手続に相応しくない事件はこれを利用させないようにしたこと 

④ 判決に対する異議によって通常訴訟に戻って異議審の審理が行えるよう

にしたこと 
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（２）弊害への配慮となっているか 

しかし、これらの手当てで弊害のおそれが除去できているか、実際に除去で

きるか、問題である。以下、上記①～④を各別に検討する。 

 

ア ①通常訴訟移行について 

    当事者双方の同意に基づいて本手続による審理が開始したのに、途中で一 

方当事者が通常訴訟に移行の申出をすることは、訴訟上の信義則の点から問

題が生じうる。そのことは、判断権者であり訴訟指揮権を有する裁判官の心

証ないし印象悪化を懸念して、通常訴訟への移行を申し出ることの事実上の

障害ともなる。 

また、通常訴訟への移行を申し出ることができたとしても、それまでと同

じ裁判官による審理が続くので、通常訴訟における手続きがどの程度充実し

たものになるのかは何ら保障がない。しかも、法定審理期間訴訟手続におい

て指定された期日は通常訴訟移行後も維持されるので（改正法３８１条の４

第３項）、もし時機に後れた攻撃防御方法として、あるいは必要性がないと

して、移行後の新たな主張立証が許されなければ、移行後も実質的には変わ

りがない可能性がある。逆に、通常訴訟により充実した審理が回復できた場

合は、審理期間が延びることになるが、そのことは期間予測を可能にすると

いう本制度の立法理由と矛盾することになる。つまり解決しがたい根本的な

矛盾をもった対処措置といわざるを得ない。 

弁護士としては、この手続の利用の可否を判断する際には、いつでも通常

訴訟に移行できるという安易な発想を排し、当該事案におけるこの手続の利

用が手続選択のミスにならないよう慎重に検討する必要がある。 

 

イ ②消費者契約事件・個別労働事件の除外について 

証拠の偏在や経済力に格差がある当事者間の事件は、本制度が期間を限定 

することにより集中的で迅速な訴訟活動を要することになるので、本制度利

用のリスクが高まる。そういった懸念を払拭するために、消費者契約事件と

個別労働事件を対象外としたものである。しかし、この除外類型は、消費者

事件のうち消費者契約に関する事件のみを除外しようとするもので、消費者

紛争全体をカバーするものではなく狭すぎる。また零細企業を一方当事者と

する紛争は消費者事件と同様に証拠の偏在や経済的格差が存在するが、それ

らもカバーできていない。個別労働事件についても、実質的には労働者であ

るのに偽装請負や委託契約形態をとることにより事業者の形式をとる労働者

が多数あるがこれらもカバーできていない。証拠の偏在や経済力に格差のあ

る事案は２つの類型以外にも多数あるので、２つの事件類型を除外しただけ

では、リスクがあるという本制度の問題は基本的に解決しない。 

これらの一部類型を除外するだけで足りたのか、もっと根本的に、本手続
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が適用されるべき訴訟類型を特定する必要があったのではないかといった問

題がある。法制審では、本手続にふさわしい訴訟類型の特定は困難であると

してそれらの類型化作業は見送られた。本手続は企業間の紛争で事前に交渉

が重ねられた事案などになじむとされてきたにもかかわらず、その説明とは

異なり広範な事案に利用されうるものとして法制化されたのである。 

弁護士としては、本手続のリスクを慎重に判断すべきと考えられる。 

 

ウ ③裁判所の決定について 

    法務省は、消費者契約事件と個別労働事件を除外しただけでは不十分であ

るという批判に対しては、「当事者間の衡平を害し、または適正な審理の実

現を妨げると認めるとき」は裁判所が本手続を利用しないとの決定ができる

ので（改正法第３８１条の２第２項）、適切でない事件や訴訟代理人が就い

ていない事件などは、これにより本手続を利用させないことができるとして

いる。 

しかし、双方当事者が本手続を利用する旨の申出ないし同意をしていると

きに、裁判所が、「当事者間の衡平を害する」または「適正な審理の実現を

妨げる」といった理由で本手続の利用を認めないということは事実上困難で

ある。なお、定塚誠判事（当時）が改正法成立後、裁判官が「当事者の衡平

を害する」とか「適正な審理の実現を妨げる」というような理由でこの手続

を認めないことは「少ないであろう」としていることにも見られるように（判

例時報２５１９号（２０２２年７月２１日号））、裁判の現場での運用が懸

念される。 

むしろ、裁判官の中には、本手続を数多くの事件に積極的に利用して、手

続きの省力化を図ろうとする者がないわけではなく、上記条文が死文化され

ないか懸念される。 

 

エ ④判決に対する異議について 

本手続による判決に対して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ものとするとされている（改正法３８１条の８第 1

項）。控訴ではなく異議という不服申し立て方法を採用したことにより、審

級の利益が確保され通常訴訟で慎重な審理がなされるというのが法務省の説

明である。 

しかし、異議審も本手続で判決を書いたのと同じ裁判官が担当するのであ

るから、いったん心証を形成した裁判官が果たして異議審で追加の主張立証

をどれだけ認めるのか懸念され、また、よほどのことがない限り異議審で判

決が変更されることは期待できないというべきである。 

 

（３）弁護士の責任が問われるおそれ 
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訴訟当事者の多くは、自分は勝訴するだろうと考えているので、短期間の手

続きがあるならそれを利用したいと希望するであろう。しかし実際の訴訟では、

事前に予想していたのとは異なり、敗訴することもある。そういったときに、

当事者はもっと慎重な審理手続をとればよかったと後悔することが予想され

る。 

本手続を利用するかどうかの判断が第 1次的には弁護士に委ねられているこ

とから、弁護士の責任は重大である。上記のとおり、リスクに対する様々な「手

当て」が用意されたからとして、安易に本手続を利用することになると、後に

不測の結果が生じたとして依頼者から手続選択のミスだとの不満が出され弁護

士の責任が問われることになりかねない。 

 

１０ 法改正後の動き 

 

（１）通常訴訟に発生している問題（新たな訴訟方式） 

ア 遅くとも２０２２年秋、大阪地裁で、期間限定の裁判（法定審理期間訴訟手

続はまだ施行されていないので、そのままではないが、先取り的なもの）を行

う部が現れた。原則として６か月で争点整理を終え、裁判所の暫定的な心証を

民事調停法１７条の決定の形で示す、決定に異議がある場合は通常審理に戻す

という説明がされている。証拠収集に長期間かかることが予想されない事件を

対象にするとしているが、具体的な基準は不明で、多くの事件が対象になる可

能性がある。 

両当事者の同意をとるとの説明はない。仮に同意をとるとしても、当事者、

代理人は、手続的なことについては明らかに不利なことでなければ裁判官の意

見を拒みにくい。 

また、この民事調停法１７条決定は理由を書く必要がないので、裁判官は負

担が少ない。当事者は判決を求めて提訴したのに理由の記載がない決定を受け

取ることになる。この方式は、裁判所が法制審部会で提案した「和解に代わる

決定」の制度の発想に似ている。「和解に代わる決定」は法制審の部会で反対

が多く、提案しないとの結論になったものである。 

 

イ 弁護士は、訴訟指揮権のある裁判所から、突然、法律にもない新たな裁判の

方式を示されると、とまどう。その場で適切な判断や対応ができず、当事者に

被害が発生するおそれもある。また、民事訴訟のあり方に関わる重要な問題で

あり、各弁護士も意識して適切に対応すべきであるが、裁判現場での各弁護士

の対応にまかせて済む問題ではなく、弁護士会としての対応が必要であると考

えられる。 

かつて、控訴審の「一回結審」の運用が、当初東京高裁で始まり、それを是

とする論文が発表され、さらに最高裁司法研修所の発行する司法研究に事後審
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的運営を提言する論文が発表され、全国の高裁に広まった。その経緯と同じよ

うに進む可能性もある。法定審理期間訴訟手続の施行以前から、この手続と同

様の発想の手続を一定の庁・部で運用としていろいろ試み（上記の大阪地裁の

例はその一端にすぎない可能性もある）、その実績を各地に広げる、あるいは

法定審理期間訴訟手続に関する最高裁規則制定や、施行前から各地の裁判所に

対して行う研修に活用するなどの可能性がある。 

 

（２）審理の形骸化、簡易化の進行と対応の必要 

先に述べたとおり、民事訴訟は人証調べや検証が減り、人証調べの時間も制限

されるなど、審理の形骸化、簡易化が指摘されている。 

さらに最近、新型コロナウィルス感染症の対策を契機として、書面による準備

手続が条文の予定した使用範囲を超えて使われ、裁判所に出頭して直接話したい

と伝えても否定される実例もあり、また第１回口頭弁論期日から取り消していき

なり書面による準備手続にするなど、公開の法廷での期日が減り、リアル（対面

）の手続も減っている。今後、憲法が裁判の公正を担保し裁判を受ける権利を守

るために定めた公開原則が軽視され、公開原則・直接主義・口頭主義等の民事裁

判の根幹とされてきた諸原則がないがしろにされるのではないか、また十分な意

思疎通（コミュニケーション）がしにくくなるのではないかとの懸念がある。 

そのような審理の形骸化、簡易化の流れの中に、さらに法定審理期間訴訟手続

が導入されたのである。そして、法定審理期間訴訟手続を定めた法改正後、施行

を待たずに早くも新たな審理方法を行う動きが生じている。それらを含め、民事

訴訟全般について審理の形骸化、簡易化が指摘されている。弁護士は裁判の現場

で適切な対応を心掛けることが求められ、弁護士会は実情を調査して適切な意見

を発表するなどの対応をする必要がある。 
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第６ まとめ 

 

１ 法定審理期間訴訟手続について 

 

（１）訴訟制度としての問題・危険性 

この手続は、審理期間を制限することから、最高裁が当初提案した制度につ

いて裁判を受ける権利を侵害するおそれがあることが指摘され、一部事件を対

象から除き、途中での通常手続への移行申立ができるようにするなどの「手当

て」がされたが、憲法上の権利を侵害するという重大な問題がいくつかの「手

当て」で解消したといえるかは極めて疑問である。また、いったんこの手続を

選択すると、一審のみならず一審・二審を通じて十分な審理と判断をされるこ

となく終わってしまうおそれがある。 

途中での手続の離脱を認めたことから、期間予測が明確な裁判を設けるとの

当初の目的は大きく失われている。立法事実を裏付ける特段の調査もなく、立

法事実が明らかとはいえない。 

現在、民事訴訟は人証調べの人数や時間が制限され、高裁での１回結審が増

えるなど、審理の希薄化、形骸化が指摘されている。さらに、公開主義・直接

主義という民事裁判の諸原則の軽視も生じている。法定審理期間訴訟手続の新

設でこの手続の利用が増えれば、審理の希薄化、形骸化の傾向がより一層進み、

事実を解明して権利を実現するという民事訴訟制度が壊れる危険がある。また、

法務省は国会で、期日の間隔を通常手段よりも狭めることも考えられると説明

したが、それまでなかった説明である。もし、この制度だけ期日の頻度が増え、

特別扱いをされると、他の通常訴訟の当事者はしわ寄せを受け、不公平が生じ

るおそれがある。 

弁護士は、法律家として、この制度の一般的な問題、危険性を認識する必要

がある。 

 

（２）この手続の使用が想定されている事件は限定的 

この手続の利用が想定されていた事件は、企業間の事件で事前に十分な交渉

があり、互いの主張や立証がわかっていて、争点は少ない事件などである。 

そのような事件は、通常手続の訴訟により両当事者と裁判官が協議をして短

期間に和解または判決で解決することが十分に可能である。期間予測の明確性

という点も、途中での離脱を認め、さらに判決に対する異議で通常訴訟に移行

するので、当初の期間予測と大きく異なる可能性がある。当事者が「話が違う」

と不満・不信を抱く可能性もある。一貫して通常訴訟だった方が、むしろ早く

て主張立証の制限もなく通常の判決を得ることができることにもなりうる。 

期間限定訴訟は、もともと主張書面の数や立証を限定した制度として考えら
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れた。パブリックコメントにおいても、裁判所は、証拠を制限した制度にしな

いと期間内に適切な審議ができないという意見を述べた。法定審理期間訴訟手

続では、事実上、期間内にできる主張と立証に限られる。人証の数や時間など

も今よりも制限される可能性がある。途中で通常手続への移行申立やこの手続

による判決への異議ができるが、どちらの場合も同じ裁判官の担当であり、裁

判官がいったん抱いた心証を覆すことが難しくなる可能性がある。この手続に

は通常手続にはないリスクと弊害がある。 

そして、上記例示のような事件以外の大半の民事事件は、もともとこの手続

の利用が想定されていない。そのような事件での利用は、提案者においてもこ

の手続では無理があると考えられていたのであり、リスクと弊害の点から適切

でない。 

 

（３）結論 

結局、この手続に向いているとされる事件には使う必要がなく、また、そも

そも向いていない大半の事件にはリスクと弊害があり、利用は適切でない。弁

護士は、その点を認識する必要がある。 

また、弁護士が裁判の現場で、法定審理期間訴訟手続の「手当て」として説

明されたことと異なる運用がなされるような場面に遭遇した場合、その運用を

改めさせることも必要である。 

 

２ 民事訴訟の実情と弁護士会に求められるもの 

 

民事訴訟は、人証や検証の減少、人証調べの時間の制限など審理の希薄化、形

骸化が指摘されているが、ここ数年は新型コロナ感染症の対策の理由で公開の原

則をはじめ民事訴訟の諸原則を脅かす審理が現れた。 

法定審理期間訴訟手続の施行とその利用により、通常訴訟を含めて、上記の傾

向が進み、一丁上がり式の訴訟が増え、事実を解明して権利を実現するという民

事訴訟制度が壊れるおそれがある。弁護士会は民事訴訟の危機ともいえる状況に

対応する必要がある。 

弁護士会は、公正・適正・充実・迅速な裁判を実現するために、法定審理期間

訴訟手続の問題点・リスクと考慮すべき内容を今後も伝え続け、さらにこの手続

だけでなく民事訴訟の現場における問題事例を集約し、望まれる民事訴訟の審理

の実現のために適宜適切な意見を出す必要がある。 

裁判が充実した迅速なものとなるよう、裁判官の増員など裁判所の人的・物的

基盤の拡充や裁判官制度の改革、証拠収集手続の整備等について取り組みを強化

推進することが求められる。 

 

以上 
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以下この章において同じ。)Jに改め、同条第三項中「支払督促を」を「電子支払督促

をJに改める。

第三百九十一条第一項中「支払督促」を「電子支払督促」に、 「付記して」を「併せ

て記録して」に改め、同条第二項中「支払督促に記載しJを「最高裁判所規則で定める

ととろにより、電子支払督促に記録しJに改め、同項ただし書中「記載」を「記録」に、

「支払督促j を「電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面J

に改める。

第三百九十三条中「支払督促の」を「電子支払督促の」に改める。

第三百九十七条中「電子情報処理組織を用いて督促手続」を「この章の規定による督

促手続」に、 「以下この章Jを「次条第一項及び第三百九十九条」に改め、 「によ

り、 j の下に「最高裁判所規則で定めるj を加え、 「用いて支払督促Jを「使用する方

法により支払督促j に改める。

第三百九十八条第一項中「第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組

織を用いて」を「指定簡易裁判所の裁判所書記官に対して」に改める。

第三百九十九条から第四百二条までを次のように改める。

(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

第三百九十九条 第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意が

あるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る

督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者

に対して発せられた時に、その効力を生ずる。

第四百条から第四百二条まで 削除

第七編を第八編とし、第六編の次に次の一編を加える。

第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則

(法定審理期間訴訟手続の要件)

第三百八十一条の二 当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び

裁判を求める旨の申出をすることができる。ただし、次に掲げる訴えに関しては、こ

の限りでない。

一 消費者契約に関する訴え

二 個別労働関係民事紛争に関する訴え

2 当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行によ

る当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁

判をすることが当事者聞の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるとき

を除き、訴訟を法定審理期間訴訟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。当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理

期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。

3 第一項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。ただし、口頭弁

民事訴訟法等の一部を改正する法律（抜粋）

1
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論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。

4 訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した

期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。

(法定審理期間訴訟手続の審理)

第三百八十一条の三 前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から

二週間以内の聞において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。

2 裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の聞において当該事件に係

る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内

の聞において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。

3 前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月(裁判所が当

事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、

攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。

4 裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整

理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認す

るものとする。

5 l去定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月(裁判所が当事

者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしな

ければならない。

6 法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわら

ず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

(通常の手続への移行)

第三百八十一条の四 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。

一 当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。

二 提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続

により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。

2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

3 訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間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。

(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)

第三百八十一条の五法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣

旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由とし

て、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る

判断の内容を記録するものとする。

(控訴の禁止)

第三百八十一条の六 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることが
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できない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

(異議)

第三百八十一条の七 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判

決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二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。

2 第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議に

ついて準用する。

(異議後の審理及び裁判)

第三百八十一条の八 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、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

2 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

3 裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停

止その他必要な処分を命ずることができる。

4 第三百六十二条及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理及び裁判について準用

する。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように

改正する。

別表第一の一七の項ホ中「第百五条の四第一項」を「第百五条の二の三第一項、第百

五条の四第一項j に、 I又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項

若しくは第十一条第一項の規定による申立て」を「、不正競争防止法(平成五年法律第

四十七号)第十条第一頃若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若

しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四

十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正

競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条

第一項の規定による申立て」に改める。

第四条 民事訴訟費用等に関する法律の一部を次のように改正する。

第二条第一号中「第九条第三項又は第五項」を「第九条第二項」に改め、同条第十二

号中「正本」の下に「若しくは記録事項証明書j を加える。

第三条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「納めた手数料の

額」の下に r(当該申立てが第一号の和解の申立てに係るものである場合にあっては二

千円を、当該申立てが同号の支払督促の申立てに係るものである場合にあっては別表第

二のーーの項イに掲げる額を、それぞれ超えない部分に限る。)Jを加え、同項第一号

中 r(同法第四百三条第三項において準用する場合を含む。)Jを削り、同項を同条第
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「新たな訴訟手続」の新設に反対する会長声明

第１ 声明の趣旨

 当会は、法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会において審議されている「新たな

訴訟手続」の新設に反対する。

第２ 声明の理由

１ 令和２年２月２１日開催の法制審議会において、法務大臣から民事裁判手続のＩＴ化

についての諮問がなされ、現在、法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下、「法

制審部会」という。）において、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など民事訴訟制度の見直しが行われている。

その一環として、法制審部会は、令和３年２月に発表した民事裁判のＩＴ化に関する

中間試案において、現行の訴訟制度とは別に、訴訟の審理期間を６か月に制限する「新

たな訴訟手続」の新設を提案した。中間試案は、甲案、乙案の２つの制度案と、いずれ

の制度も新設しないとする丙案を示した。

そして、法制審部会事務局は、令和３年１０月１５日に部会に対して新たな制度案（以

下「本制度案」という）を提案し、現在、この案が審議されている。本制度案も、従前

の甲案、乙案と同様に審理期間を限定するもので、双方当事者が新たな訴訟手続の申述

（又は同意）をして裁判所が決定をしたときは、そこから６か月（裁判所はそれより短

い期間の指定もできる）で結審するという制度である。

２ しかしながら、中間試案に対する意見公募手続（パブリックコメント）の結果による

と、「新たな訴訟手続」について、新設をしないとする上記丙案に賛成する意見が消費

者団体、労働団体、各地の弁護士会などから出され、最も多数であった。

 当会も「新たな訴訟手続」を新設すべきではないという上記丙案によるべきであると

の意見を出しているにもかかわらず、法制審部会事務局により新たな訴訟手続の新設を

前提にした本制度案が提案されていることは、当会を含めたパブリックコメントに寄せ

られた意見を軽視するものであり、誠に遺憾である。

 そもそも新たな手続の導入は、制度の必要性（立法事実）がある場合に認められるが、

本件で立法事実は認められない。

「新たな訴訟手続」は、事前に当事者間で十分な折衝があり、互いの主張や証拠がわ

かっている、争点の少ない事件などで使われることを想定し、手続を限定した形でも短

期間に裁判所の判断を得たいとの要請がある、訴訟制度における当事者の自主性、私的

自治の観点からも望ましいなどとされている。法制審部会の説明（資料２６、９頁）に

2
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2

よると、企業の立場から予測可能性を高める手続に非常に大きな価値があるとして賛同

する意見が多く、特に事実関係に争いがなく法律の適用について争いがある事案で早期

に裁判所の判断が示されることは非常に利便性が高いとの意見が出されたとある。

しかし、事前交渉の段階で法律の適用について争いがある事案が、６か月程度の審理

で解決がつくことは望めず、拙速な審理となる可能性が高い。また、あくまで企業の立

場からの要請にとどまっているのであって、上記パブリックコメントの全体の意見を反

映したものとは思えない。

十分に事前交渉がある事案は、現在でも裁判所の訴訟指揮や双方代理人等の協力によ

り、比較的早期に和解や判決で解決しているのであり、後述するような問題の多い制度

を新設する必要性はない。新たな訴訟手続の規律が必要な紛争類型が存在するのであれ

ば、同紛争類型についての新たな訴訟手続を検討すべきであり、民事訴訟全般を対象と

した新たな訴訟手続を設ける必要性も明らかではない。

しかも、今回の法制審への諮問事項である民事裁判手続のＩＴ化とは無関係であっ

て、ＩＴ化に関係した民事訴訟法の改正に便乗した拙速な提案であり、外国の調査もな

されておらず、法学上の検討、議論もできていない。

時間を掛けた十分な議論を行うことなく、民事裁判手続のＩＴ化と同時に拙速な審議

を行い、新設を決めることは許されるものではない。

以上のとおり、「新たな訴訟手続」の新設を認めるべきではないが、以下、本制度案

についての問題点を指摘する。

３ 本制度案により「新たな訴訟手続」が新設された場合、審理期間の制限により、当事

者は期間内に収まる主張・立証しかできず事実上主張・立証が制限されることになるこ

とから、憲法３２条が定める公正かつ適正な裁判を受ける権利を侵害するおそれがあ

る。

わが国の民事訴訟手続においては、当事者双方の攻撃防御方法が尽くされ、裁判に熟

したときに結審して判決を出すとされているが（民事訴訟法第２４３条）、当事者にお

いては事前に訴訟の相手方の主張や保持している証拠を把握できていないことも多く、

訴訟の初期の段階において同意をとり、期間が来れば結審するという制度は訴訟制度の

基本原則に抵触するおそれがある。

４ また、主張や立証が事実上制限されることで、十分な審理ができず、審理や判決が粗

雑（ラフジャスティス）になり、誤判のおそれが増し、ひいては民事訴訟制度に対する

信頼をも損ないかねない。

この点、「新たな訴訟手続」の提案理由としては、裁判の迅速化と期間の予測可能性

を高めるためとされている。確かに裁判の迅速化は、司法により人々の権利を実現する

ため取り組むべき重要な課題であるが、そのためには裁判官の増員や情報・証拠の開示

・収集手続の拡充などの環境整備が必要であって、ただ審理期間だけを制限して迅速化
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3

を図ることは、当事者の主張立証の権利を制限し、拙速な判断を生みかねない。

５ 本制度案において、弁護士が訴訟代理人に付いていないいわゆる本人訴訟において

も、この手続の利用を認めることも大きな問題である。

訴訟の知識、経験がない本人が、主張や立証が事実上制限される新たな訴訟手続の選

択や遂行を適切に行うことができるか、慎重に考えられるべきであり、当事者の権利が

奪われかねない危険な制度になっていると言わざるを得ない。

６ また、「新たな訴訟手続」の新設により、他の訴訟事件に影響するおそれや訴訟制度

全体に悪影響を与えるおそれも否定できない。裁判官の手持ち事件は多く、期間限定の

訴訟が優先され、他の通常事件が後回しになるおそれがある。

７ 以上より、第１記載の通り、当会は、法制審部会において審議されている「新たな訴

訟手続」の新設に反対する。

以上

２０２１年（令和３年）１１月６日

長野県弁護士会

会 長   久 保 田 明 雄
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「新たな訴訟手続」の新設に反対する会長声明 

１ 令和２年６月以降、法制審部会の民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以

下「ＩＴ化部会」という。）では、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など民事訴訟

制度の見直しに関する継続的な調査・審議が行われ、同３年２月には、

「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。）が公表された。その中で、訴訟の審理期間を６か月に

制限する「新たな訴訟手続」の新設が提案され、甲案・乙案の２つの

具体的な制度案と、いずれの制度も新設しないとする丙案が示され

た。 

中間試案については意見公募手続（パブリックコメント）が実施さ

れており、「新たな訴訟手続」に関しては、甲案・乙案への賛成意見

は少数に留まる一方で、いずれの制度も新設しないとする丙案に賛成

する意見が消費者団体、労働団体、各地の弁護士会等から出され、最

も多数となった。 

  ところが、上記結果にもかかわらず、法制審部会事務局は、令和３

年１０月１５日、ＩＴ化部会に対して、「新たな訴訟手続」として、

修正した新たな制度案（以下「本制度案」という）を提案した。本制

度案は、賛成意見が少数に留まった従前の甲案と同じく、手続全体を

一つの特則として法定するものであり、現在、審議が行われている状

況にある。 

しかるに、かかる法制審議会の姿勢は、パブリックコメントの結果

を軽視するものであると言わざるを得ず、誠に遺憾である。 

２ 当会は、中間試案に対するパブリックコメントにおいて、「新たな

訴訟手続」を新設しないとする丙案に賛成する意見を提出していた。

なお、日本弁護士連合会も、立法事実の精査の必要性、制度新設によ

る弊害のおそれ、審理の充実を確保することの重要性等を指摘し、甲

案には明確に反対していたところである。 

この点、「新たな訴訟手続」が抱える重大かつ根本的な問題点につ

いては、既に、パブリックコメントでも各所から様々指摘されている
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ところであり（① 憲法第３２条が定める裁判を受ける権利を侵害す

るおそれ、② 裁判に熟したときに結審して判決を出すこととされて

いる（民事訴訟法第２４３条）訴訟制度の基本原則に抵触するおそれ、

③ 審理や判決が粗雑（ラフジャスティス）になり、誤判のおそれが

増す危険性、④ 訴訟の知識・経験のない当事者本人が「新たな訴訟手

続」の選択や遂行を見誤り、不当に権利を奪われかねない危険性、⑤ 

裁判官が審理期間が制限されている「新たな訴訟手続」の進行を優先

させた結果、他の通常事件が後回しにされるなど他の訴訟事件や訴訟

制度全体に悪影響を及ぼすおそれ等）、本制度案に関しても、かかる

問題点は解消されていない。 

また、「新たな訴訟手続」が目指すように、審理期間の予測可能性

を高め、審理の迅速化を図ることは、司法が取り組むべき重要な課

題であると言えるが、そのためには、裁判官の増員や、情報・証拠の

開示収集手続の拡充等も等しく必要となるのであり、単に審理期間だ

けを制限して迅速化を図ろうとすれば、当事者の主張立証の権利を制

限し、拙速な判断を生み出しかねない制度となる。なお、現行法下

においても、本制度案と同じく、当事者間の合意形成を基礎とし

て、計画審理の制度（民事訴訟法第１４７条の３）等を活用すること

や、福岡地方裁判所（本庁民事部）から現行法の枠内での工夫例とし

て提案され、平成２２年１１月１日から独自の運用が開始された「迅

速トラック」を改めて活用することで、審理期間の予測可能性や迅速

化に向けた同様の効果を期待することができ、上記のような様々な問

題点を抱えた制度新設の必要性を見出しがたい。 

３ そもそも、「新たな訴訟手続」は、少額訴訟・手形訴訟・労働審判

等とは異なり、対象となる紛争類型や実体法、訴額を制限せず、一般

民事訴訟に広く適用することを想定しており（なお、消費者契約関係

紛争・個別労働関係紛争については除外することが提案されてい

る。）、このような制度は諸外国にも例を見ないにもかかわらず、法学

上の検討・議論も未だ不十分であり、また、立法事実（制度の必要性）

に関しても、企業の立場から要望が強いとの説明に留まっている。し

かし、上記のパブリックコメントの結果に鑑みれば、少なくとも、利
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用者である国民一般から制度新設が求められている状況であるとは

言いがたく、福岡地方裁判所（本庁民事部）において「迅速トラック」

の活用が非常に低迷していることもこれを裏付けていると言える。上

記で指摘した様々な問題点をも踏まえれば、十分な議論・調査も行わ

ないまま、国の訴訟制度という重要な制度の新設を拙速に決めるべ

きでないことは明らかである。 

以上の理由から、当会は、引き続き、「新たな訴訟手続」の新設及び

本制度案に反対する。 

２０２１年（令和３年）１１月１８日 

福岡県弁護士会 

会長 伊 藤 巧 示 

82



期間制限訴訟制度（「新たな訴訟手続」）について 

さらに慎重な審議を求める会長声明 

２０２１年（令和３年）１１月２５日 

兵庫県弁護士会 

会 長  津 久 井  進 

第１ 声明の趣旨 

 法制審議会の民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会で審議中の「新たな訴訟手続」に

ついてさらに慎重な審議を行うことを求める。 

第２ 声明の理由 

１ はじめに 

現在，法制審議会の民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下「法制審部会」と

いう。）において，民事訴訟を，情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化

に対応させ，より一層，適正かつ迅速で，国民に利用しやすい制度にする観点

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など民事裁判手続等に関するＩＴ化の法制度が議論されて

いる。 

当会も，民事訴訟制度の見直しについて検討し，国民の利用しやすい司法制

度を実現させることは大切なことと考えているが，法制審部会で議論されてい

る「新たな訴訟手続」の新設は，以下のとおり，これまで数多くの問題点が指

摘されている状況にある。 

２ 「新たな訴訟手続」の概要とその問題点 

これまで，法制審部会は，通常の訴訟と異なる例外的な訴訟形態として，①

審理期間を６か月に制限すること，②証拠調べは，即時に取り調べることがで

きる証拠に限定すること等を柱とする「新たな訴訟手続」の新設を検討してき

たが，これに対し，①民事裁判手続のＩＴ化と無関係である，②審理期間を６

か月に限定すれば憲法が保障する「裁判を受ける権利」を侵害する，③立法事

実がなく，必要性に乏しい等の反対意見が出されていた。 

３ 中間試案における「新たな訴訟手続」の意見募集結果について 

その後，法制審部会の第９回会議（令和３年２月１９日開催）では，「民事
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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。）が取りまとめられ，「新たな訴訟手続」を新設する 2つの案として，①審

理期間を６か月とし，証拠方法を限定する，手続途中の通常訴訟への移行は認

めず，判決後の異議申立て手続を設けるなどを主な内容とする甲案と，②審理

の計画を立てて，実質６か月程度で審理を終えるものとし，その審理の計画に

て，提出証拠の内容や提出時期等についても計画する，手続の途中での通常手

続への移行を認めることなどを主な内容とする乙案，並びに，③そもそも「新

たな訴訟手続」制度を設ける必要はないとする丙案に対し，同年２月２６日か

ら同年５月７日にかけて，意見募集（パブリックコメント）が実施された。そ

の結果，甲案と乙案に対し，日本弁護士連合会や多くの弁護士会，弁護士会連

合会のほか，各種団体や個人から，裁判手続のＩＴ化とは関係がない，立法事

実がない，不十分な審理につながる，判決への異議あるいは通常訴訟への移行

申立てでは手続保障として不十分である，制度の効果への疑問，通常訴訟など

への悪影響がある等，多岐にわたる反対意見が寄せられた。 

４ 法制審部会の第１８回会議の「新たな訴訟手続」に関する提案に関する問題

点について 

しかし，意見募集で，甲案と乙案に問題点が指摘され，「新たな訴訟手続」

という制度の新設自体に反対する丙案への賛成が多かったにもかかわらず，そ

の後の法制審部会の第１８回会議（令和３年１０月１５日開催）では，甲案を

修正した「新たな訴訟手続」が提案された（以下「修正案」という。）。しか

し，修正案にも，以下のとおり，重大な問題点がある。 

⑴ 訴訟代理人が選任されていない事件にも適用されること

修正案では，本人訴訟の場合にも利用されるとされている。

しかしながら，本人訴訟の場合，当事者本人が，通常訴訟手続から「新

たな訴訟手続」に利用に移行すべきか，または，「新たな訴訟手続」から通

常訴訟に移行すべきかについて，訴訟上の不利益を理解せず，適切な判断

ができないおそれがあり，当事者の裁判を受ける権利が侵害される危険が

ある。 

そもそも，これまでは，「新たな訴訟手続」は当事者の権利を制限する

が，訴訟代理人である弁護士が選任されているため，手続の選択や訴訟の

遂行に支障はないなどと説明されていたのであるから，「新たな訴訟手続」

における訴訟上の重要な判断を行うためには，訴訟代理人である弁護士の
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存在が必要不可欠であり，当事者双方に訴訟代理人が選任されている事件

に限定されなければならない。 

 

⑵  通常訴訟手続への再度の移行が可能であり，立法目的と合致しないこと 

「新しい訴訟手続」の立法目的は，「判決までの期間についての当事者の

予測可能性を高める」とされている。 

しかし，今回の修正案では，当事者が「新たな訴訟手続」による審理を求

める旨の申述を行い，「新たな訴訟手続」に移行した後でも，当事者の手続

保障の観点から，一方当事者の申述により，さらに通常訴訟への移行が可能

と説明されている。したがって，「新たな訴訟手続」に移行し，手続が相当

期間進行した後であっても，さらに通常訴訟に移行する（戻る）こともあり

得ることから，このような場合には，通常訴訟に比し，判決までの期間の予

測可能性を高めるとは言いがたく，立法目的に必ずしも合致しない中途半端

な制度になっている。 

 

⑶  審理期間が限定されることで主張立証が不十分となるおそれがあること 

修正案では，「新たな訴訟手続」に移行した後は，審理期間を６か月とし

ている。しかし，審理期間を限定すれば，期間内に提出し，取り調べできな

い証拠およびこれに基づく主張ができない結果，当事者の主張立証も，自ず

と期間内に可能なものに限定され，却って審理が不十分となり，当事者の裁

判を受ける権利を侵害するおそれがある。 

したがって，審理期間を限定した場合であっても，充実した審理を行うた

めの制度的な担保（例えば，裁判官の増員，証拠等の収集・開示手続の拡充

など）が十分に検討されなければならない。 

 

⑷  要点のみを記載する電子判決書では判決の意義・機能を代替できないこと 

  修正案では，「新たな訴訟手続の電子判決書は，事実の要点及び主要な争

点についての理由を記録する」とされている。 

  しかし，これまで，当事者による訴訟手続の結果に基づき，事実認定と主

文に至る理由が記載する裁判所の判決が作成されることにより，裁判所の慎

重な判断が担保され，当事者は判決から不服申立の理由を検討し，不服申立

の要否等に利用し，司法制度への信頼や当事者の手続保障が確保されてきた

のであって，事実の要点及び主要な争点の理由のみを記載する電子判決書で

は，判決の意義・機能を代替することはできない。 

85



５ すでに法制審部会で「新たな訴訟手続」について十分な審議ができる状況に

ないこと 

法制審部会の第１８回会議（令和３年１０月１５日開催）で，修正案が提示

されたが，すでに，法制審部会総会が令和４年２月に予定されているため，令

和３年１２月から令和４年１月には要綱案を確定する必要があると考えられ

る。しかし，「新たな訴訟手続」に関する修正案は，以上のとおり，多数の問

題点があり，すでに十分な審議ができる状況にはなく，むしろ，多数の問題点

が十分に検討されないままに，拙速かつ不十分な検討のまま決定される懸念が

極めて強い。 

６ 結語 

以上のとおり，法制審部会で審議されている「新たな訴訟手続」制度は，多

岐にわたる反対意見が寄せられており，修正案も，以上のとおり多数の問題点

がある。 

よって，当会は，修正案について意見を統一するには至っていないが，法制

審部会に対し，期限を設けることなく，「新たな訴訟手続」制度の修正案につ

いて十分な検討や議論を行うなど，さらに慎重な審議を求める次第である。 

以上 
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2021年（令和３年）11⽉26⽇ 
 秋⽥弁護⼠会 

会 ⻑  ⼭ 本 隆 弘

第１ 声明の趣旨 
 当会は、法制審議会⺠事訴訟法（ＩＴ化関係）部会で審議されている「新たな訴訟⼿続」の

新設に反対する。 
第２ 声明の理由 
１ 現在、法制審議会⺠事訴訟法（ＩＴ化関係）部会において、双⽅当事者が新たな訴訟⼿続
の申述（⼜は同意）をして裁判所が決定をしたときは、そこから６か⽉（裁判所はそれより短
い期間の指定もできる）で結審する「新たな訴訟⼿続」が提案され、現在、この案が審議され

ている。 
２ しかし、「新たな訴訟⼿続」には、以下のような問題がある。 
 第１に、審理期間の制限により、当事者は期間内に収まる主張や⽴証しかできず、事実上、
主張や⽴証が制限される。そのため、憲法３２条が定める公正かつ適正な裁判を受ける権利を
侵害するおそれがある。わが国の⺠事訴訟⼿続は、当事者双⽅の攻撃防御⽅法が尽くされ、裁
判に熟したときに結審して判決を出すものであるが（⺠事訴訟法第２４３条）、事前に相⼿⽅

の主張や証拠を把握できていない訴訟の初期の段階において同意をとり、期間が来れば結審す
る制度は、裁判に熟してないにもかかわらず判決が下されかねない危惧がある。 
 第２に、主張や⽴証が事実上制限されることで、⼗分な審理ができず、判決の簡略化と相俟
って、審理や判決が粗雑（ラフジャスティス）になり、当事者の納得を得られない判決や誤っ
た判決が下されることも危惧され、ひいては⺠事訴訟制度に対する信頼をも損ないかねない。 

 第３に、弁護⼠が訴訟代理⼈に付いていない本⼈訴訟であっても、「新たな訴訟⼿続」の利
⽤を認めることも⼤きな問題である。訴訟⼿続に関して⼗分な知識、経験がない本⼈にとって
は、審理期間が６か⽉に制限される「新たな訴訟⼿続」は、⼀⾒して、魅⼒的に感じられるか
もしれない。しかし、主張や⽴証が事実上制限される「新たな訴訟⼿続」の選択や遂⾏を適切
に⾏うためには、訴訟⼿続について⾼度の知識、経験が求められる。知識、経験のない本⼈に

「新たな訴訟⼿続」を認めると、予想外のリスクが現実化して、本⼈の権利が危険に晒されか
ねない。 
 第４に、裁判の適正と迅速化や裁判期間の予測可能性を⾼めることは、重要な課題である
が、そのためには、裁判官の増員など司法基盤の整備、当事者が裁判に必要な情報や証拠を収
集することができる⼿続を拡充するなどの環境整備が必要である。審理期間だけを制限して迅
速化を図ることは、当事者の主張⽴証の権利を制限し、拙速で粗雑な判決が濫造されかねな

い。 
３ 中間試案に対する意⾒公募⼿続（パブリックコメント）の結果によると、「新たな訴訟⼿
続」について、新設をしないとする案に賛成する意⾒が消費者団体、労働団体、各地の弁護⼠
会などから出され、最も多数であった。 
 法制審議会は、この事実を重く受け⽌めるべきである。 

４ 以上より、当会は、法制審議会⺠事訴訟法（ＩＴ化関係）部会で審議されている「新たな
訴訟⼿続」の新設に反対する。

HOME > 秋⽥弁護⼠会とは > 会⻑声明・決議・意⾒書

「新たな訴訟⼿続」の新設に反対する会⻑声明

2021年11⽉26⽇ 公開
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「新たな訴訟手続」の新設に反対する会長声明

当会は，現在，法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下「法制審部
会」という）で審議されている「新たな訴訟手続」の新設に反対する。
理由は次のとおりである。

１ 法制審部会は，２０２１年（令和３年）２月に発表した民事裁判のＩＴ化に
関する中間試案において，現行の訴訟制度とは別に，訴訟の審理期間を６か月
に制限する「新たな訴訟手続」の新設を提案した。中間試案は，甲案，乙案の
２つの制度案と，いずれの制度も新設しないとする丙案を示した。
これに対して，日本弁護士連合会は，「甲案に反対する。乙案は，そのままで

あれば賛成できない。」とする同年３月１８日付「『民事訴訟法（ＩＴ化関係）
等の改正に関する中間試案』に対する意見書（以下「日弁連意見書」という）を
提出し，当会もこれに賛成していた。
その後，法制審部会事務局は，同年１０月１５日に部会に対して新たな制度

案（以下「本制度案」という）を提案し，現在，この案が審議されている。本
制度案も，従前の甲案，乙案と同様に審理期間を限定するもので，双方当事者
が新たな訴訟手続の申述（又は同意）をして裁判所が決定をしたときは，そこ
から６か月（裁判所はそれより短い期間の指定もできる）で結審するという制
度である。

２ 本制度案には次のような重大な問題がある。
⑴ 第１に，制度の必要性（立法事実）が全く明らかになっていないことであ
る。
日弁連意見書において指摘しているとおり，通常の訴訟手続に対し特則を

設けて憲法第３２条の「裁判を受ける権利」の要請を具体化した訴訟当事者
の訴訟上の権能について一定の制約を課するのであれば，立法事実を精査し
て，新たな訴訟手続の規律を設けることが本当に必要であるかを検討する必
要がある。
しかるに，法制審部会においては，このような立法事実の精査や新たな規律

を設ける必要性の検討が十分になされているとは言い難い。
この点，法制審部会は，一応，「検討の必要性等」として，判決までの期

間についての当事者の予測可能性を高めることや手続の迅速な進行など
を挙げている。
しかし，本制度案は，一方当事者の意向で審理途中での通常訴訟への

移行申立や判決に対する異議申立を認めているため，期間の予測可能性
が高まるとはとうていいえないし，これらの申立が実際になされてしま
うとかえって訴訟の迅速化に反する可能性もあるのであり，目的達成の
ための制度として十分な検討を経ているとは思えない。
また，本制度案によらずとも，当事者双方が期間の予測可能性を高め

て迅速な進行をしたいとの共通の意向を有しているのであれば，現行法
制度のもとでも，裁判所とともに審理を計画的に行うことにより目的は
十分に達成可能であり，わざわざ本制度案を提案する必要性も感じられ
ない。

⑵ 第２に，本制度案には，現実に当事者の権利が侵害される危険性が存在する
ことである。
本制度案は，弁護士が訴訟代理人に付いていないいわゆる本人訴訟におい

ても，この手続の利用を認めている。
しかし，日弁連意見書においても指摘されているとおり，訴訟の知識，経験

がない本人が，訴訟に関する専門知識を持つ弁護士の関与なしに，当事者の権
利を守りながら，時宜に応じて適切な手続選択を行い，また，適切な審理計画
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を立てることは困難である。
なお，本制度案は，消費者問題に関する事件と個別労働事件は対象外とし

ているが，情報・証拠や資力などに格差があるのはこれらの事件だけではない
ことから，２つの類型だけを除外しても，この制度が持つ根本的な問題と危険
性の懸念は解消しない。

３ そもそも，この新たな訴訟手続の提案は、今回の法制審への諮問にある「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」とは全く無
関係であるから，他のＩＴ化に関する論点と同時に拙速な議論をする必要性は
全くない。
憲法上の権利の制限に関わる重要な問題を含む新たな訴訟手続をどうしても導

入しようとするのであれば，別に機会を設け，広く利用者の意見を求めて制度の
必要性（立法事実）を明確にするとともに，諸外国の制度調査や法学上の検討，
議論を通じて，十分に審議をするべきである。

４ 以上の理由から，当会は，法制審部会の新たな訴訟手続の新設の提案に反対す
る。

以上
令和３年１２月１日

大分県弁護士会
会長 渡 辺 耕 太
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「新たな訴訟手続」の新設に反対する会長声明 

１ 法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下「法制審部会」という。）は、

令和３年２月に発表した中間試案において、「新たな訴訟手続」について甲案、

乙案の制度案と、いずれの制度も新設しないとする丙案を提案した。当会は、令

和３年４月３０日付「『民事訴訟法（ＩＴ化関係）等の改正に関する中間試案』

に関する意見募集に対する意見書」（以下「当会意見書」という。）において、

いずれの制度も設けないとする丙案に賛成する旨の意見を表明した。

２ 法制審部会は、令和３年１０月１５日に新たな制度案（以下「本制度案」とい

う。）を提案した。 

本制度案は、当事者双方が新たな訴訟手続の申述（又は同意）をして裁判所が

決定をしたときは、２週間以内に最初の期日を指定し、そこから６か月（又はそ

れより短い期間）で審理を終結する訴訟手続としている。 

本制度案についても以下に述べるとおりの問題があり、当会は、あらためて、

「新たな訴訟手続」の新設に反対する。 

３ 本制度案は、一定の事件類型や手持ち証拠が既に十分な事案を想定するが、当

会意見書においても指摘したように、そのような事案は現行法の下でも比較的短

期間で解決が可能であり、本制度を新設するニーズ自体にそもそも疑問がある。 

以上のほか、本制度案は、とりわけ以下の点について、大きな問題があるといわ

ざるを得ない。 

(1) 審理期間を６ヶ月以内と法定するものであり、これにより、主張、証拠の

提出機会が事実上制限される事案が生じることが想定され、相当でない。

(2) いわゆる本人訴訟においても、この手続の利用を認めるが、訴訟制度の知

識、経験のない本人が、主張や立証が事実上制限される新たな訴訟手続の選

択や遂行を適切に行うことは困難であり、不利益をうける当事者が現れるこ

とが想定され、司法に対する信頼も失墜しかねない。

(3) 判決書には、事実の要点及び主要な争点についての理由を記載するとして、

判決書を簡略化することとなっている。非訟手続の場合は判決に比べて簡略

なものでよいとされるが、本制度は訴訟手続であるから、迅速化を理由とし

て判決書を簡略化することは認められない。

４ 裁判の迅速化は重要な課題であるが、そのためには、情報や証拠の収集方法の

拡充こそが求められるべきであって、民事裁判のＩＴ化と直接の関係がない訴訟

制度が拙速に新設されるようなことがあってはならない。 

５ 以上より、当会は、「新たな訴訟手続」の新設の提案に反対するものである。 

２０２１年（令和３年）１２月７日 

大阪弁護士会 

会長 田 中   宏 
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個⼈情報保護⽅針 市⺠窓⼝ サイトマップ

背景⾊ ⽩ ⻘ ⿊ ⽂字サイズ 標準 拡⼤

会⻑声明 2022.01.12

第１ 声明の趣旨

法制審議会の⺠事訴訟法（ＩＴ化関係）部会で審議中の「申述に基づく法定審理期間訴訟⼿続（仮称）」を新設することについ
て、慎重な審議を⾏うことを求める。

第２ 声明の理由

１ 現在、法制審議会の⺠事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下「法制審部会」という。）において、訴状等のオンライン化、訴
訟記録の電⼦化等について審議され、令和３年１２⽉、「申述に基づく法定審理期間訴訟⼿続（仮称）」と称する規律が提案さ
れた（以下、「本制度案」という。）。

本制度案の特徴は、当事者双⽅の申述あるいは⼀⽅が申述した場合の他⽅同意の場合に原則として裁判所が決定で６カ⽉（以
内）の審理期間に制限する制度を新設すること、判決において判断すべき事項の記載で⾜りるとすること、にある。

２ 本制度案の問題点

（１）本⼈訴訟の場合に訴訟⼿続選択に伴う多⼤な不利益が⽣じる可能性があること

裁判を利⽤する国⺠が⼿続の選択をするためには、その⼿続を選択した場合にどのような不利益が⽣じうるか等について⼗分な
理解があることが前提であり、そのような理解がなければ誤った選択により⾃らの権利が侵害されるおそれがある。令和３年７
⽉に最⾼裁判所が公表した裁判の迅速化に係る検証に関する報告書によると、双⽅に訴訟代理⼈が選任された割合は４４．
５％、原告側のみ訴訟代理⼈が選任された割合は４４．６％、被告側のみ訴訟代理⼈が選任された割合は２．８％、本⼈のみに
よる割合は８．１％である。⺠事第⼀審事件のうち５５．５％の事件は、双⽅⼜は⼀⽅に訴訟代理⼈が選任されていない状況で
ある。

このような状況が近々⼤きく変化することは想定されない。弁護⼠である訴訟代理⼈を選任しない本⼈に⼗分な制度の理解があ
るとは通常考えられず、例えば、そのような本⼈が、相⼿⽅からの申述に応じて訴訟上の不利益等を考慮して適切な対応を採る
ことができるかどうかは疑問である。本制度案のような制度を利⽤する場合には、制度の理解がある弁護⼠である訴訟代理⼈の
存在は不可⽋であり、当事者双⽅に弁護⼠である訴訟代理⼈が選任されている事案に限定すべきである。

なお、本制度案の説明によると、「訴訟代理⼈が選任されていないケースは、特段の事情がなければ、この規律により『審理及
び裁判をすることが困難であるとき』に該当し、裁判所は、当事者から申述や同意があっても、この規律による決定をすること
ができないと解されるのであり」とされているが、個々の裁判所の判断に委ねることは恣意的な判断になるおそれがあるし、当
事者双⽅の申述⼜は同意があるにもかかわらず裁判所が決定しないこととなるかは疑問である。また、訴訟代理⼈を選任してお

広島弁護⼠会とは 地区会の紹介 司法修習⽣の⽅へ

検索したい⽂⾔を⼊⼒ 

声明・決議・意⾒書

トップページ 声明・決議・意⾒書 「申述に基づく法定審理期間訴訟⼿続（仮称）」の新設についてさらに慎重な審議を求める会⻑声明

「申述に基づく法定審理期間訴訟⼿続（仮称）」の新設についてさらに慎重な審議を求
める会⻑声明
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らず決定できる場合として「訴訟代理⼈を選任していない者が法⼈であり、法務担当者等を備えているケースなど、訴訟代理⼈
が選任されているのと同視し得るような場合に限られると解される」とされているが、そうであるなら、原則的には弁護⼠であ
る訴訟代理⼈の選任を要件としつつ、例外的な場合を認めれば⾜りる。

（２）裁判所の判断に対する国⺠の信頼喪失を招くこと

本制度案で作成される電⼦判決書には、裁判所は、当事者双⽅との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、判決において
判断すべき事項を確認するものとする、電⼦判決書に事実を記録するには、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃⼜は防御⽅
法の要点を記録するものとし、理由を記録するには、当事者双⽅との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するとされてい
る。

しかし、裁判所の判決書の内容がそのような記録のみになると、適切な証拠に基づいて事実認定がなされたかどうか、主⽂に⽰
された結論に⾄る判断過程が適切なものかどうかの検証が困難になることが予想される。裁判所の判断内容に対して疑義が⽣じ
てしまうことは国⺠の裁判に対する信頼を失わせることになるため、本制度案が想定する判決の記載内容には問題がある。

３ 結論

訴訟制度は国⺠の権利に深く関わる制度であるため、制度の新設等については慎重に審議する必要があることは論をまたない
が、本制度案はこれまでの当会が提出した中間試案に対する意⾒等にもかかわらずその問題点が解消されていない。

当会は、法制審部会に対し、本制度案には種々の問題点があるため、その新設等については、結論を急ぐのではなく、問題点の
解消に向け、さらに慎重な審議を⾏うことを求める。

以上
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会⻑声明・意⾒

法制審議会⺠事訴訟法（ＩＴ化関係）部会の提案にかかる「申述に基づく法定審理期間訴訟⼿続（仮称）」制度
の新設案に反対する会⻑声明

2022/01/19

１
 ⺠事訴訟⼿続のＩＴ化を検討している法制審議会⺠事訴訟法（ＩＴ化関係）部会は，２０２１年（令和３年）２⽉に法改正にかかる中間試案を
発表し，そこで「新たな訴訟⼿続」を（甲・⼄・丙案の３つ選択肢を内容として）提案した。
 さらに上記部会は，同年１０⽉に（上記甲・⼄・丙案とも相違する）「新たな訴訟⼿続」を提案し，さらに同年１２⽉に⽰された法改正の要綱
案では，名称を「申述に基づく法定審理期間訴訟⼿続（仮称）」（以下「期間訴訟⼿続」という。）と変更して提案し，これを内容として
２０２２年度（令和４年度）中の⺠事訴訟⼿続の改正を進めようとしているようである。
 そこでは，①消費者契約に関する訴えと個別労働事件を対象外としつつ，②当事者双⽅が申述⼜は同意して裁判所が決定したときに，③２週間
以内に最初の期⽇を指定し，④その期⽇から５ヶ⽉以内に攻撃防御⽅法（主張や書証）の提出，６ヶ⽉以内に審理を終結し（裁判所がさらに短い
期間を決めることも可能とされている。），⑤判決理由は裁判所と当事者双⽅で確認した事項に係る判断内容に限定するなど，判決は簡素なもの
とする，との従前にはない訴訟⼿続が内容とされている。

２
 しかしながら，上記「期間訴訟⼿続」について，以下のような問題・疑念がある。具体的には，
（１）この制度⾃体は⺠事訴訟のＩＴ化とは無関係な内容であって，そもそもこのような⼿続を必要もしくは許容する⽴法事実が⼗分に積み上げ
られておらず，諸外国にもない制度設計であること，
（２）弁護⼠などの関与しない本⼈訴訟においてもこの⼿続の利⽤される可能性が認められており，訴訟制度における知⾒に乏しい本⼈におい
て，６ヶ⽉以内という期間の制限と事実上の⽴証の場⾯の制限を受けることになってその不利益は著しく，簡素な判決が許容されることと併せ⾒
れば，⺠事裁判⼿続に対する信頼や公平性を揺るがせかねないものであること，
（３）通常訴訟への移⾏申⽴や判決に対する異議申⽴を認めるので必ずしも期間の予測可能性が⾼まるとは⾔えず，かえって⼿続きを複雑化して
しまうこと，
（４）（消費者契約に関する訴えと個別労働事件を対象外とすると議論されているが，これら例外には含まれない）法的知⾒に乏しく疎い地⽅の
中⼩企業（事業者）が⼀⽅当事者となる各種の契約において，「書⾯による合意」の形態をとり合意管轄条項とともにこの「期間訴訟⼿続」が契
約内容として紛争解決⼿段の合意条項に組み⼊れられることで，訴訟を受ける権利の実現に⼤きな偏りが⽣じること，
（５）（４）のような契約条項が⼀般化されることで，短期間の負荷のかかる⼿続に関与し受任する弁護⼠が事実上制限されて，東京⼀極集中と
もいわれる⺠事司法⼿続が集中する状況をより⼀層進めてしまうこと，
 などの問題点が指摘できるところである。

３
 裁判の迅速化は司法における重要な課題ではあるが，そもそも上記（２）の疑念や問題点を取り除ける類型（＝双⽅に弁護⼠等の訴訟代理⼈が
就き，申⽴段階で事前交渉がされていて，⽴証予定等も含めて事案全体を俯瞰した⼿続の迅速化に原被告双⽅が協⼒できる環境が整っていると
き）には，従前の⺠事訴訟⼿続を念頭に置いても，早期に終結することが可能である。
 （１）（３）のとおり⺠事訴訟⼿続のＩＴ化とも無関係で，⼗分な⽴法事実の積み上げや検証もなく複雑化して，（４）のとおり紛争解決⼿段
の合意条項で⽤いられることで重⼤な不利益を，「訴訟弱者」に押し付けかねないこの度「期間訴訟⼿続」を，拙速に⽴法するべきではない。

４
 以上の観点から，当会は「期間訴訟⼿続」の新設について反対する意⾒を表明するものである。

 ２０２２年（令和４年）１⽉１８⽇
⼭ ⼝ 県 弁 護 ⼠ 会

 会⻑ 末 永 久 ⼤
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申出に基づく法定審理期間訴訟手続要綱案（期間限定訴訟手続要綱案）に 

反対する会長声明 

１ 法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下「法制審部会」という。）は、２０２１年

（令和３年）１２月１７日、「申出に基づく法定審理期間訴訟手続」（仮称）の要綱案を提案し

た。

この新たな訴訟手続案は、「申出に基づく法定審理期間訴訟手続案」と仮称されているが、

手続きの概要は、当事者双方が新たな訴訟手続の申出（又は同意）をして裁判所が決定をした

ときは、２週間以内に最初の期日を指定し、そこから６か月（又はそれより短い期間）で審理

を終結し、判決は終結から１か月以内とする案である。これは、すべての主張立証を６か月以

内に限定することから期間限定訴訟手続と呼ぶのが実体に合っていると言うべきである（よっ

て、以下「期間限定訴訟手続要綱案」という。）。

しかしながら、今日、このような特別の訴訟手続を必要とするような立法事実は認められな

い上、このような訴訟手続では十分な審理がなされないまま粗雑な判決がくだされる危険性を

指摘せざるを得ない。主張立証を制限した審理が常態化すれば、通常訴訟にも影響を及ぼし「裁

判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と定める民事訴訟法２４３

条１項の原則が揺らぎ、拙速審理を招来する危険がある。

以下、理由を述べる。

２ ２００３年（平成１５年）に、第一審の訴訟手続を２年以内のできるだけ短い期間内に終局

させることなどを目標とした、「裁判の迅速化に関する法律」が施行された。それ以降、最高

裁判所は、裁判の迅速化にかかる検証報告書を２年に一度、発表してきた。

その第９回報告書（令和３年７月公表）によれば、２０１９年（令和元年）における第一審

全民事訴訟事件の平均審理期間（判決の日までを含む）は９．５か月である（２０２０年（令

和２年）の数値はコロナの影響下にあった裁判の集計結果であるので、参考にすべきでない）。

１９８９年（平成元年）当時は１２．４か月であったものが、２００８年、２００９年（平成

２０年、平成２１年）には６．５か月まで減少し（これは、当時、過払金請求事件が多数を占

めており、その審理期間が短かったことが影響している。）、その後上昇して８か月台で推移し

ていたが、令和になって９．５か月に増加したわけである。

最近の長期化は、「事件内容の質的困難化が影響していることも明らかであり、民事第１審

訴訟事件の全体が長期化しているとの見方をすべきでない」のである（日弁連２０２１年（令

和３年）１０月２０日最高裁判所第９回「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」に対する

意見書）。そして、医事関係訴訟、建築関係訴訟、知的財産権訴訟、労働関係訴訟、行政事件

訴訟や集団訴訟等の審理については、統計的数値からの分析だけでなく、充実かつ迅速な審理
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を実現するためにはどこを改善し、何が必要か等の個別的検討が必要になっている。こうした

課題に対し、審理期間６か月という枠をはめた異形の期間限定訴訟は、何の解決にも資すると

ころがないと考える。

３ 期間限定訴訟手続要綱案の説明では、立法理由について「判決までの審理期間についての当

事者の予測可能性を高める」と説明している。しかし、そもそも審理期間の予測可能性は、ど

んな裁判でも、裁判所の適切な訴訟指揮によって事案に即した審理計画を定める等をして確保

されるべきものであり、またそれによって十分可能であると考える。

そもそも裁判の迅速化は、裁判所の人的・物的基盤の整備・拡充によってこそはかられるべ

きものであり、当事者の訴訟活動の期間を制限することに求めるのは拙速審理しか招来しない。

審理期間を限定すれば、当事者の主張・立証活動は大きく制限され、十分な審理が尽くされな

いまま粗雑な判決がくだされる危険性が極めて大きく、真実には程遠く紛争の適切な解決につ

ながらないことが懸念される。

４ 期間限定訴訟手続要綱案では、弁護士が代理人としてついていない、いわゆる本人訴訟につ

いても適用除外としていない。しかし、訴訟について十分な知識、経験のない当事者本人が、

「迅速」な解決を強く希望して、単純に期間限定訴訟を選択してしまうことは十分考えられる

のであり、その場合、前項で述べたような主張立証制限の弊害は一層大きく、司法に対する国

民の信頼そのものを損なうことになりかねない。

期間限定訴訟手続要綱案の説明でも、本人訴訟のケースは、特段の事情がなければ、この規

律により「審理及び裁判をすることが困難であるとき」に該当し、裁判所は、当事者からの申

出や同意があっても、この規律による決定をすることができないと解されるとまで述べている

のであるから、法文上で本人訴訟を適用除外するとしていないのは、大いなる評価の矛盾であ

る。

５ 弁護士が代理人についている場合でも、「迅速」を強く望む当事者本人から期間限定訴訟選

択の強い要望が出されて、代理人の判断と対立することは十分考えられるのであり、その結果、

代理人としては不本意ながら、期間限定訴訟を選択してしまう可能性は否定しがたい。当事者

双方の申出ないし合意が要件となっているから歯止めがかけられると考えるのは、早計と言う

べきである。

６ このような期間限定訴訟によって短期間審理による判決が多くなった場合、その影響は必ず

や通常訴訟にも及び、主張立証を制限する審理が常態化し、ひいては国民の裁判を受ける権利

を侵害するものでしかない。

７ さらに、期間限定訴訟手続要綱案は、口頭弁論の終結前であれば、当事者双方又は一方の申

出により通常の訴訟手続に移行できるとしている。

また、一方当事者の申出のみによって通常訴訟手続に移行できるとした場合は、前記３項で

述べた審理期間の予測可能性という立法理由を自ら否定することになっていると言わざるを
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得ない。逆に、当事者双方の申出が必要というのであれば、事実上通常訴訟へ後戻りできず、

不本意な訴訟活動を強いられた結果、出された判決に対して不服申立が行われる可能性は高く

なり、全体の審理期間は、かえって予測をこえて長くなり、これまた立法理由を否定すること

になる。

８ 以上の理由により、当会は、「期間限定訴訟手続案」と呼ぶべき「申出による法定審理期間

訴訟手続案」に強く反対するものである。

２０２２年（令和４年）１月１９日 

京都弁護士会 

会長 大 脇 美 保 
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第１ 声明の趣旨
⺠事訴訟法等の改正に関する要綱案の内、「当事者の申出による期間が法定されている審理の⼿続の特則」（以

下「本特則」という。）の新設が、本年１⽉２８⽇付で法制審議会⺠事訴訟法（ＩＴ化関係）部会においてとりま
とめられ、同年２⽉１４⽇付で法務⼤⾂に対して答申された。上記特則は、⺠事訴訟の根幹にかかわる重要事項で
あるにもかかわらず、その必要性及び制度設計の具体的妥当性について、いずれも⼗分な議論が尽くされていな
い。

そこで、今後、特則の新設に向けて、さらに時間をかけてあらゆる側⾯から慎重な審議がされるべきであり、拙
速な結論が出されることのないよう、強く要望するものである。

第２ 声明の理由
１ 「当事者の申出による期間が法定されている審理の⼿続の特則」について

今般、法務⼤⾂に答申された⺠事訴訟法等の改正に関する要綱案では、「当事者の申出による期間が法定されて
いる審理の⼿続の特則」が新設されようとしている。

本特則は、当事者の双⽅が申述（⼜は同意）をして裁判所が決定したときは、指定された期⽇から６か⽉以内の
間に⼝頭弁論を終結しなければならない（当事者双⽅の意⾒を聴いて、これより短い期間を定めることも可能であ
る）とするというものである。

裁判⼿続が適正かつ迅速に⾏われることは国⺠の権利の実現にとって重要なことであり、そのために、ＩＴ化な
どの時代に応じた⺠事訴訟制度のあり⽅に関して⾒直しが⾏われることは必要である。

しかし、本特則は、以下に述べる問題点が存する。

２ ⼗分な審理がなされないまま判決がされるおそれがあること
⺠事訴訟は、判決により強制的かつ終局的に権利・法律関係を確定・形成しまた給付を命じる⼿続である。確定

した判決において⽰された権利・法律関係には既判⼒が⽣じ、後で争うことができないという強⼒な効果をもつ。
当事者が⼗分な主張をし、証拠を提出する機会があったことが、判決に既判⼒という強⼒な効果を与えることが

許される根拠となる。しかし、⼝頭弁論終結の期限（審理期間）を６か⽉あるいはそれより短い期間に決めてしま
うと、審理期間を限定したために、審理状況に応じた⼗分な主張ができない、ないし、必要な証拠を提出できない
ことも危惧される。

そうなれば公正かつ適正な裁判を受ける権利（憲法第３２条）が侵害されるおそれがある。また、裁判に熟した
ときに結審するという原則（⺠事訴訟法第２４３条）に抵触するおそれもある。

３ 訴訟代理⼈がついていない場合に訴訟⼿続選択に伴う不利益が⽣じる可能性があること
審理期間を短縮して早期に判決を得たいという社会的なニーズがあることは否定しないが、審理期間として相当

な期間を要する事件があることも事実である。
そして、当事者が、⾃分の事件にどれくらいの審理期間が必要なのかを適切に判断するのは困難である。本特則

のような制度を利⽤する場合には、制度の理解がある弁護⼠の存在は不可⽋であり、当事者双⽅に弁護⼠である訴
訟代理⼈が選任されている事案に限定すべきである。

この点、要綱案には「当事者間の衡平を害し、⼜は適正な審理の実現を妨げると認めるとき」は本特則を利⽤で
きないとされているが、上記のような訴訟代理⼈が選任されている事案に限定はされていない。また、裁判所が、
「当事者間の衡平を害し、⼜は適正な審理の実現を妨げると認めるとき」に関する判断をすることも容易ではな
い。訴訟代理⼈が選任されていない事案において、当事者本⼈が安易に本特則を利⽤してしまい、結果的に審理状
況に応じた⼗分な主張ができない、ないし、必要な証拠を提出できなくなるといった不利益が⽣じる可能性があ
る。

４ 本特則を新設する⽴法事実が存するか疑問であること
審理期間の短縮は、本特則を設けなくても、現⾏の⼿続において実現できる。

例えば、裁判官の増員、裁判所の施設の拡充をして、開廷期⽇を増やすこと等によって審理期間を短縮できる事件
も相当数存在する。また、争点が単純かつ少ない事案では、現在でも６か⽉以内に審理が終結している事案もあ
る。

直ちに法改正をして審理期間を限定した訴訟⼿続を設けなければいけないほどの⽴法事実が存するのか疑問であ
る。

５ 判決書が簡略化されることによる弊害
さらに、本特則を⽤いた⼿続の電⼦判決書は、事実については攻撃防御⽅法等の要点を記録し、理由については

ホーム 滋賀弁護⼠会について 法律相談をしたい 弁護⼠を探す 委員会の活動 おしらせ アクセス リンク

ホーム ＞ 滋賀弁護⼠会について ＞ 会⻑声明・決議 ＞ 「当事者の申出による期間が法定されている審理の⼿続の特則」の新設について慎重な審議を求める会⻑

どんなお悩みでも、まずはご相談を︕

Shiga Bar Association 平⽇午前9時-正午／午後1時-4時

TEL 077-522-3238

「当事者の申出による期間が法定されている審理の⼿続の特則」の新設につい
て慎重な審議を求める会⻑声明

サイト内検索サイト内検索サイト内検索サイト内検索サイト内検索サイト内検索サイト内検索サイト内検索サイト内検索

「当事者の申出による期間が法定されている審理の⼿続の... https://shigaben.or.jp/about/chairman_statement/detail.php?i...
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当事者双⽅との間で確認した事項の判断の内容を記録するとされている。しかし、電⼦判決書において攻撃防御⽅
法等の要点しか記録されないことにより、判断の内容の記録も不⼗分なものになるおそれもある。当事者が判決に
対して異議を申し⽴てるかどうかを判断するためには⼗分な理由が⽰されることが必要である。判決は裁判例とし
て公表されれば、同種の事件にも影響を与え得るものであり、迅速化を理由として電⼦判決書の記録を簡略化する
ことは適切ではない。

６ 結論
本特則は、以上述べてきた通り、様々な問題があるにもかかわらず、同審議会において⼗分に検討されてきたと

はいえない。
当会としては、特則の新設に向けて、拙速な結論が出されることのないよう、強く要望する。

２０２２（令和４）年２⽉１５⽇

 滋賀弁護⼠会
 会⻑ 森 野 有 ⾹

ーポリシー

4時

8

「当事者の申出による期間が法定されている審理の⼿続の... https://shigaben.or.jp/about/chairman_statement/detail.php?i...
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２０２２年（令和４年）４⽉２５⽇
奈良弁護⼠会 会⻑ ⾺場 智巌

1. ⺠事訴訟法等の⼀部を改正する法律案が２０２２年（令和４年）３⽉８⽇に閣議決定され、国会に提出されている。
今回の改正の主たる目的は、「⺠事訴訟⼿続等の⼀層の迅速化及び効率化等」であり、その中⼼は、⺠事訴訟のＩＴ化である。ところが、今回の法律案の中に、⺠事
訴訟法に「第７編 法定審理期間訴訟⼿続に関する特則」を新設するというＩＴ化とは異質な改正が混在している。
この⼿続は、当事者双⽅の合意がある場合は、５カ⽉以内に攻撃防御⽅法を提出させ、６カ⽉以内に証拠調べを終えて⼝頭弁論を終結し、その後１カ⽉以内に判決を
⾔い渡すとする⼿続である。

2. 確かに、訴訟⼿続の迅速化は重要な課題であるが、この⼿続は、消費者契約関係紛争・個別労働関係紛争については除外されてはいるものの⼀般の⺠事紛争を広く
対象とし、少額訴訟⼿続のように訴額を限定することもなく、審理期間を６カ⽉以内（攻撃防御⽅法の提出は５カ⽉以内）と限定している。そのため、慎重な審理が
必要であると考えられる事件についてまで、不⼗分、粗雑な審理を招く危険性が⼤きく、憲法第３２条が保障する「裁判を受ける権利」の侵害となる。

3. これまでの経緯を振り返ると、このような⼿続は、２０１９年（令和元年）ころ「特別訴訟⼿続」として突然現れ、その後、２０２１年（令和３年）の中間試案で
は「新しい訴訟⼿続」と名称を変えたものの反対意⾒にさらされ、さらに名称を変えて提案されているものである。
今回の法律案では、反対意⾒を受けてか、当事者が申出をすれば通常⼿続に移⾏する、終局判決に異議を申し⽴てれば通常⼿続でやり直すなどとされ、もはや本来の
目的である訴訟⼿続の迅速化すら実現できない制度となっている。
このような⼿続が利⽤されるとは考えられず、あえて創設する必要性は、まったくない。

4. そもそも、訴訟⼿続の迅速化のためには、何よりも裁判官・書記官等の裁判所職員の増員こそが避けては通れない喫緊の課題である。裁判所の⼈的体制が強化され
れば、期⽇は⼊りやすくなり、充実した審理に基づく判決が迅速に⾔い渡されることは明らかである。
ところが、判事補の採⽤数を⾒ると、２００５年度（平成１７年度）には１２４⼈だったものが、２０２０年度（令和２年度）はわずかに６６⼈に過ぎない。
裁判所職員の増員こそ、直ちに取り組むべき問題である。

5. 以上の次第であるから、今回の法律案について、「第７編 法定審理期間訴訟⼿続に関する特則」を新設することに反対する。
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シンポジウム「法定審理期間訴訟手続の問題点」準備委員会委員名簿（順不同）

（大阪） 

豊川 義明・森野 俊彦・松森  彬・正木みどり・国府 泰道・岸本 達司 

阿多 博文・坂本   団・森谷 長功・木村 卓朗・吉田 英樹・本行 克哉 

（京都） 

岡 文夫・伊藤 知之・佐藤 建・秋山 健司 

（兵庫県） 

工藤 涼二・三道 政弥・久米 知之・木村 倫太郎・大島 智子 

（奈良） 

中村 吉孝・無漏田 恭生 

（滋賀） 

・中山　仁美 甲津　貴央 

（和歌山） 

尾野 大樹・和田  篤 

近畿弁護士会連合会役員 

井﨑 康孝（理事）・石川 直基（常務理事） 
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