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「相談」と紛争解決システムに関する一考察 
 

論文要旨 
 

  本稿は，これまでやや漠然とADRの一類型と理解されてきた「相談」について，それが

全体としての紛争解決（処理）システムの中で，通常のADRとは異なる独自の機能を有す

るサブシステムであることを主張する。相談の五つの機能を析出することによって，相談

と各種の紛争解決方式とりわけADRとの接続関係の適正化かつ透明化が実現され，ひいて

紛争解決システムないし正義へのアクセス（1）を効果的に拡充・強化できると考えるから

である。 

 

Ⅰ  はじめに 

⑴  本稿の意図 

  近年は，「増え続ける○○に対応するため，このほど相談窓口が開設された」などの

報道に接する機会が多くなった。「相談」が一定の社会的役割を果たしていることは，世

の中に広く認識されているように思われる。 

  では「相談」の役割とは具体的に何だろうか。また，寄せられた相談はその後どのよ

うな成行きをたどるのだろうか。紛争解決の分野に限ってみても，「相談」の機能や，紛

争解決システムのなかで「相談」がどこに位置するのかなど，「相談」についての法的検

討はあまり行われていない。筆者は「相談」に共通する基本的役割を支援と捉え，結果的

に紛争解決という果実ないし機能が伴うことがあるにしても，紛争解決に関わる「相談」

は，ADRを含む全体としての紛争解決システムの中において，紛争解決手続とは異別・独

自の機能を持つサブシステムであると考える。このように考えると，「相談」に関する法

的解明がはなはだ不十分な現在の理論状況は決して好ましいとはいえないであろう。 

  「相談」は ADR（Alternative Dispute Resolution）（2）の拡充・活性化論議のなかで，
最近とみに注目され始めた。司法制度のフロンティア（3）ともいえるADRの研究はさ 
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まざまな学問分野で盛行しているが，ADRの実務関係者からは，各機関・団体が設置する

相談窓口をもっと活用しようとの声が上がっている。筆者はADR至上主義の立場をとるも

のではないが，紛争当事者の利便性を考慮すればADRの拡充・活性化への取組みは積極的

に評価しうると考える。 

  わが国のADRの大きな特徴は，ADR機関の活動が顕著な米国では訴訟からADRに移行する

のに対し，「相談」からADRに入ることである。このため日本の紛争解決システムのなか

で，「相談」は一般にADRの一部とされている。ところがADR機関の業務においては，「相

談」の利用度の高さと比較して，そこで行われる「和解」，「調停」など本来の業務の利

用度が著しく低い。これを見ると，「相談」とADRを含む紛争解決手続との接続があまり

円滑ではない可能性が考えられる。 

  筆者は従来のように「相談」をADRの一部と捉えるならば紛争解決システム全体におけ

る「相談」の役割を的確に説明できないと判断し，「相談」とADRとのいわば峻別の論理

が必要であると考えるに至った。峻別することにより「相談」が独自に持つ機能の解明が

可能になり，「相談」と紛争解決手続との接続にかかわる関係が明らかになり，ひいて相

談員の育成など現行の相談機関がかかえる課題の克服にもつながると考えるからである。

以上の結果は，これを近年における訴訟法学の世界的潮流を成している「正義へのアクセ

ス」（Access to Justice）との関係で考えたときに，「新たな『社会的権利』を万人の

手の届くものにするために」（4）という，正義へのアクセスの拡充・強化につながるとい

えよう。   

  本稿は実務の経験をも加味し，（5）とくに紛争の発生時の状況に着目しながら，「相談」

の機能的解明を中心として紛争解決システムにおける「相談」のあり方について考察する。

これによって「相談」をめぐる現下の理論環境の間隙を埋めるために，いささかなりとも

寄与できないかと思うものである。 

  ところで「相談」はADRと親和的であるとされるため，ADRに対する筆者の考え方を先
ず述べると，一般に民事紛争の解決のためには，相対交渉並びにADRに代表される私的自

治に基づく私人間の合意を尊重した解決方法と，国家の司法権という強制力を活用した訴

訟による解決の二つの方法が対極に位置づけられる（6）が，実際に紛争を抱える当事者は，

必ずしも観念的な二項対立に基づいて紛争解決手続を選択する 
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わけではなく，その基準はあくまで「この問題に最もふさわしい解決方法は何か」である

と思われる。 

  民事紛争解決手続におけるADRの存在理由としては，「紛争の性質，規模，当事者の関

係性などによっては，裁判による解決が適していないものがある」，（7）「訴訟・裁判と

ADRとは車の両輪，唇歯輔車の関係にある」，（8）「ADRは裁判の機能不全を補う」（9）等に

みられるように，ADRに一定の評価を与える見解が一般的である一方で，手続保障の面か

ら，さまざまな懸念が抱かれてきた（10）のが事実である。そのため現状ではいささか混迷

をきたしている（11）かにみえるADRの拡充・活性化論議のなかで，このまま進めば「法の支

配」（12）を促進するよりは妨げる結果になるのではないか（13）との危惧も抱かれている。 

  筆者は，「法の支配」が実質的には裁判を受ける権利の保障と重なり合う部分が多い（14）

とすれば，ADRもまさに裁判を頂点とした紛争解決システム全体のなかで，法の支配に基

づいて位置づけられるべきであると考える。正義へのアクセスにおいて，実効的なアクセ

スの権利は最も基本的な「人権」である（15）とされるように，ADRにおける正義の実現は裁

判へのアクセスの現実的保障を前提とするものである。 

  筆者はいたずらにADRの手続的優位性を主張する立場にないが，誰でもが日常生活のな

かでトラブルに遭遇し紛争当事者になりうるのみならず，世間で繰り返し発生するありふ

れた紛争であるとしても，またそのような紛争であるからこそ，紛争解決にあたっては手

続が重層的に用意され，かつ選択の幅が広いほうがよいに違いない。司法制度改革審議会

意見書のいうADRの拡充・活性化への取組み（16）は，紛争解決手続を使おうとする市民の利

便性の面から積極的に評価されるべきである。 

 

⑵ 定義 

  さて，以下の論述の前提としてこれまで「 」付きで扱ってきた相談その他本稿におけ

る基本的な用語・概念について説明をしておきたい。 

相談 

  相談には⑴互いに意見を出して話し合う，⑵他人に意見を求める，という二つの意 
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味あいがある。（17）ひとが最初に相談する相手は身近な個人である親族・友人・知人であ

る場合が多いとされる（18）が，ほかに先ず相談をもちかける相手としては隣人・職場の上

司・同僚等の近しい関係が想定される。その一方で近年は人間関係の希薄化などの社会的

変化が指摘されており，自分と社会生活上の接点のない相談先を求める傾向や匿名での相

談を好む傾向がみられ，匿名性の高いインターネットを媒体とした相談も利用されている。 

  考察を進める上でどのような相談形態に主眼をおくかについてだが，相談のなかには

経済的困窮等の解決のために社会資源の活用が必要な案件や，いくつもの要因が複合的に

絡み合い多面的な解決が必要な案件等（19）が少なからずあり，この点で親族・友人・知人・

隣人・職場の上司・同僚等への個人的相談の域では，対応に一定の限界があるといわざる

をえない。 

  従って私人間の相談も，納得できる解決をみなければその多くは一定の時間的経過を

経て，何らかの相談機関に接続すると考えられることから，本稿では主として相談機関に

寄せられる相談を中心に考察を進める。 

  相談は狭義の紛争解決以外にも医療，教育，心理（20）等社会生活のあらゆる分野で利用

されており，おのおのその専門機関への導入部として至近にある。ゆえに相談の枠組みは

議論が目的とする方向性により，広くも狭くもなる。 

  紛争解決手続に関する議論のなかで，相談のうち特に法律相談を念頭に置いて，相談

に関する議論を進める向きもある。しかし本稿では，法律相談以外の領域にも拡大して議

論の対象としたいことから，具体的には権威者や専門家に助言を求めたり，意見を聞いた

り，指導を請うたり，医師に診てもらうなどの行為全般を相談に含む。心身の不具合を相

談する場合の医師などの医療関係者と病院・診療所などの医療機関，財産法上の問題を相

談する場合の弁護士・会計士・税理士などの専門職種従事者のほか，当該の問題の処理を

専門に扱う機関（21）であると当事者が思料する機関への相談全般が含まれる。 

  誤解を避けるため断っておくが，以上のようにいうことは必ずしも相談概念を無限定
的に拡大・拡散することと同義ではない。約言すれば，相談者が相談機関に持ち込む事項

を・そしてそれに限って相談と捉えて，いわば相談に関する形式的概念を採用 
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するわけである。つまり，例えば医療や教育に関する相談であっても，相談者が（おそら

く無自覚的にせよ広義における紛争解決との関連を意識しつつ）相談機関に持ち込む以上

は本稿の対象とする相談ということになる。このことは訴訟事件との対比でも肯定される

はずである。「法律上の争訟」（裁判所法3条）に当たらない事項についても，訴えの提

起がなされた以上，裁判所は訴え却下などの法的措置をとらざるを得ず，提訴を全く無視

ないし看過することはできないし，このような事件も司法統計上は事件として取り扱われ

る。したがって，法律上の争訟に当たらない事項も提訴によって訴訟事件となる（形式的

概念としての訴訟事件）ということができよう。私見は同様のことを相談について主張し

ているに過ぎないのである。（なお，後述する関係図及びその説明を参照。） 

相談機関 

  これまでにも相談機関という語を用いてきたが，相談機関とは上記のような相談を行

うために設置された公私の機関をさす。また，相談機関のイメージをより具体的に表現す

る呼称として「相談窓口」を互換的に使うことにする。以下の論述では相談員と相談機関

ないし相談窓口とをとくに区別することなく，互換的に用いる。両者を区別すべき場合も

ありうるかもしれないが，本稿の論述に関する限りではその必要はないと考えるからであ

る。 

苦情 

  相談に近似した言葉に苦情がある。一般に自己が他から害を受けている状態に対する
不平・不満の気持ちを苦情という（22）が，紛争解決の分野では行政機関，民間機関，法人

などの組織に対して行われる相談のうち，当該組織がしかるべく対応する責務があると目

して行われる相談が苦情である。主な苦情対応機関として⑴労使関係の円滑化のために関

係する行政機関や事業主（23）が設置するもの，⑵福祉サービス利用者のために社会福祉を

目的とする事業を営む事業者が設置するもの，（24）⑶消費者の利益擁護のために国（25）及び

地方公共団体（26）が付置するもの，⑷事業主がその供給する商品及び役務に関して消費者

の権利尊重のために設置するもの（27）等がある。 
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   行政機関の苦情処理手続は労働分野に端を発しているが，（28）近年は「処理」ではな

く「解決」の語を法文上使用する傾向がみられ苦情解決制度と言われている。（29）苦情受

付を主たる目的として設置された窓口であっても苦情受付窓口ではなく相談窓口と称す

ることが一般的であり，事業主の設置する「お客様相談窓口」はその典型である。苦情受

付機関において苦情処理の占める割合は当然高いが，当該機関の対応対象外の案件も一定

数あり，（30）事案に即した他機関の紹介や情報提供など相談機関として的確な対応が必要

であることから，本稿では苦情も相談に包含して考察する。 

相談者・相談員 

  相談を寄せる当人を相談者，相談機関で相談業務に従事し相談者に対応する者を相談

員と呼ぶことにする。（31） 

 

Ⅱ  ADR・相談をめぐる現状 
  

 2年にわたる集中審議のすえ2001年6月12日に公表された司法制度改革審議会最終意見

書（以下意見書という）（32）は，刑事司法など他のどの分野よりも多くの頁を民事司法制

度の改革に割き，民事裁判の充実・迅速化をはじめ数多くの提言を行った。提言の多くは，

至極当然ではあるが地道な努力を要する検討事項であることもあってか，現在準備が進行

中の裁判員制度の導入や，法科大学院の設立と新司法試験の実施をともなう法曹養成制度

の改革など，社会的関心を集める他の分野の改革と比較した場合に，民事司法制度の改革

に対する国民の注目度はやや低下しているように思われる。 

  意見書は民事司法制度改革のため 9項目にわたる提言を行ったが，その一つが，裁判

外の紛争解決手段いわゆる ADRの拡充・活性化である。（33）提言を現実のものとするため

の基本的な法整備の一環として，2004年に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

（以下 ADR法という）（34）が新たに制定され，ADR機関の認証等が始まった。この年には

意見書のなかで個別に提言された事項を受けて，法による紛争の解決に必要な情報やサー

ビスの提供が受けられるような総合的な支援の実施と体制の整備 
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を目的として，総合法律支援法が新たに制定され日本司法支援センターが発足した。この

ように民事紛争処理に関する新しい試みが始まっている。 

 

⑴  法テラスとその情報提供機能 

  日本司法支援センターは総合法律支援法に基づき2006年4月に設立された法人であり，

略称を「法テラス」という。法による紛争解決制度の利用をより容易にし，法律専門職者

のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援（総合法律支援）の中

核となるべき組織として，情報提供業務を含む五つの業務（35）を核として2006年10月から

業務を開始している。（36） 

  なかでも法テラスコールセンター（37）及び各地方事務所で行う情報提供業務は，法的な

紛争解決の制度やこれに携わる法律専門家の業務・活動等についての情報面でのアクセス

障害を解消し，司法をより身近で利用しやすいものとするために極めて重要な意義を有す

る「総合法律支援構想の大きな柱となるべきもの」（38）と期待され，年間120万件の利用を

見込んで業務を開始した。法テラスの開設当初は報道機関にも注目され予想を上回るアク

セス件数を記録した（39）ものの，以後月を追うごとに件数が顕著に減少し，（40）発足1年間

の利用者は想定の4分の1程度にとどまっており以後同様に推移している。利用低迷の一因

として，本稿の「Ⅳ⑶ 情報提供機能の限界」で後述するような行政機関の相談対応にか

かわる問題があるのではないだろうか。 

 

⑵ ADR法と認証制度 

  総合法律支援法とともに2004年に制定されたADR法は，「第1章 総則」で基本理念等

を定めるほかは，主としてADRに専門的に取り組む事業者を国が認証する手続について規

定するものである。（41） 

  裁判外紛争解決手続を「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争

の当事者のため，公正な第三者が関与して，その解決を図る手続をいう。」と規定し，（42）

認証ADR機関に対しては手続中に時効が中断したり，一定期間裁判を中断するなどの法的

な効果を持たせるとしている。（43） 

  ADR法に基づく認証制度は2007年4月より施行され，法務省は申請に基づき 
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2008年2月現在8事業者を認証しているが，申請件数は当初の見込みを大幅に下回っている。

（44） 

  2007年7月に認証ADR機関第1号となった日本スポーツ仲裁機構（JSAA）は国際大会の代

表選考などの紛争解決にあたり，競技者の救済機関としても期待される。関係スポーツ団

体に対して自発的なスポーツ規範遵守の意識を高めるなどの啓発効果や，それに基づく紛

争発生防止効果は上がっているのかも知れないが，少なくとも目下の処理件数で見る限り

は所期の役割を果たせていないように思われる。（45） 

  ADR法が認証ADR機関に時効中断効等の法的効果を付与するのは，日本でADRが未だ十分

に機能しない理由が，解決機関に信頼性がないためであるとする考え方（46）に基づいてい

る。しかし認証制度により「正しいADR機関とはこのようなものだ」と国が主導的に決め

つけることが，果たしてADRの拡充・活性化になるだろうか。（47）認証の付与が必ずしも当

該ADR機関の利用件数増加に反映していないことは，認証申請件数が予想を大幅に下回っ

ていることからも窺えるであろう。 

  これらのことから最近は，ADRの利用促進にはADR法とは別途の方策を講じる必要性，

とりわけ各種の組織・団体が設置する相談窓口における相談業務を活用すべきこと（48）や，

紛争処理の基盤である相談過程のあり方の見直しという視点から議論を始めていく必要

（49）が言われている。 

 

⑶ 相談窓口の増加 

  国や自治体，その外郭団体および民間の組織・団体が設置する相談窓口は近年増加し

ており，日本損害保険協会が設置する「そんがいほけん相談室」，全国銀行協会が設置す

る「銀行とりひき相談所」のように，ADR機関がそこで行う紛争処理申立のために設置す

るものも増加している。（50）ADR機関が行う紛争処理は，訴訟でもなく相対交渉でもなくそ

の中間に位置し，司法，行政，さらには民間組織のいずれもが設営できるものである（51）

ことが，相談窓口増加の一因と思われる。 

 

⑷ 相談とADRとの利用格差 

  わが国では裁判所外に行政型，民間型の多様なADRがすでに存在する（52）が，そも 
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そも訴訟外のこれら紛争処理機関においては，そこで行われる「仲裁」，「和解」，「調

停」の利用度の低さとは対照的に，機関に寄せられる相談件数が著しく多く，「相談」が

あらゆる紛争分野において極めて高い利用率を示すことが以前より指摘されている。（53） 

  相談との著しい利用度の格差は，相談と，それを受けた「和解」，「調停」等の紛争

解決手続との接続が，必ずしも円滑に行われていない可能性を示唆するものではないだろ

うか。（54） 

 

⑸ 相談理論の未成熟 

  相談は全体としての紛争解決システムのなかで独自の機能を有するサブシステムであ

るというのが私見だが，そうであるにもかかわらず，相談理論についての法的検討はあま

り行われていない。その理由を考えると，相談が学的世界というよりは，あまりに日常の

生活世界（55）と密着していることにも大きな原因があるように思われる。 

  相談機関に目を転じると，相談員の雇用環境に問題があることがわかる。ADRのなかで

最も広範囲かつ大規模に社会的機能を果たしている全国の消費生活総合センター等で相

談業務に従事する消費生活相談員の雇用上の待遇に見られるように，（56）給与水準の低廉，

社会保険のない有期雇用や5年を上限とした雇い止めの多用など，概して業務としての相

談には計画的・育成的な人員配置が行われていない。（57） 

  筆者の経験からいうと相談員は3年から5年の実務経験を経てようやく一人前になる。

勤続5年といえば，これから，複合的な問題を抱えた相談者の難度の高い相談にも対応で

きるよう，更に研鑽を積もうとする時期である。雇用契約が更新されないためにこの時点

で辞めるようでは，当該相談員にとっても，相談機関にとっても，いかにも惜しい。育成

的な人員配置と計画的な組織運営を欠くという現状の問題点は，委員会方式のADR機関が，

そこで行う紛争処理申立のために設置した窓口においても存在するようである。（58） 

  このような実務環境では，経験の蓄積が個人的な力量向上の域に留まり組織的に継承

されず，業務の質的向上に反映しにくい。安定した雇用形態である正規職員であっても，

組織内の人事異動によりたまたま相談員として配属された場合には，業務内容 
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の把握が不十分なまま，いわば手探りで慣れない業務に当たらざるを得ないことも少なく

ないだろう。（59）相談機関の置かれたこのような状況を考えると，相談に対応する能力に

は機関による格差が相当にあることが推測されるが，相談をめぐる理論状況が変化し研究

者による法的研究が進むことになれば，相談業務の質の安定と向上にも反映するのではな

いかと考える。 

 

Ⅲ  サブシステムとしての相談の機能・概説 
 

  民事訴訟法学が扱うのは，顕在化した紛争を前提に，その法的紛争部分の処理方式な

いし解決手続にかかわる分野である。民事訴訟の基礎的理論と通常手続に関する概説書で

ある民事訴訟法の教科書のなかには，序論ないし冒頭の章で民事紛争について概観するも

のもあるが，（60）そこでの紛争概念はすでに法的紛争の衣をまとっており，そこに至る以

前の段階である紛争の発生前後の状況等については当然言及されることがない。 

  しかし紛争が潜在から顕在に至るには社会生活のなかでそれなりの道筋があり，問題

が発生しそれが紛争へとかたちを変えていく過程では，これから述べる相談の持つ諸機能

が具体的なはたらきを行っている。 

  一方，私人間に存在する紛争の大部分は裁判所での民事訴訟手続を介することなく，

むしろ裁判手続以外で解決されている。（61）ここにおいても相談が，全体としての紛争処

理システムのなかで，独自の機能を持つサブシステムとして位置している。これらに対す

る理解の一助として以下で図を表示するとともに，なぜ相談とADRとの峻別が必要なのか

について論述する。 

 

⑴ 社会生活において生じた不一致 

  悩み，困惑，何らかの違和感や心配事はどれも，社会生活において生じた不一致（62）

あるいは不調の一つと考えることができる。困ったこと，悩みのなかには，自分自身の内

部にとどまる問題もあるが，その問題を解決するために何らかの社会的対立の存在を意識

せざるを得ないような，相手方のいる問題も含まれている。 
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   相談は自己が不一致を認識し最初にとる社会的行動であろう。民事訴訟法の対象であ

る私人間の紛争や対立は相手方の存在を想定した概念だが，人は社会生活を営むなかで何

らかの不一致を感じたときに，すぐさま相手方の存在を意識するとは限らない。 

  たとえば自分のみの問題とされる一典型として心身の不具合をあげることができるが，

これとてそのような心身の不具合が生じた原因として，何らかの外的要因が想起されると

すれば，（63）容易に相手方のいる問題に転化する。従って人が社会的生物であるからには，

どのような分野の相談であれ，背後に紛争や対立に発展する問題の可能性を秘めていると

意識する必要があろう。（64） 

 

⑵ 相談機関における面接相談の重要性 

  相談機関を紛争解決手続との関係で見ると，相談業務のみを行うものと，相談のほか

あっせんや調停等の紛争解決手続をも行うものに二分することができる。 

  前者の，相談業務のみを行う機関は「純粋な相談機関」とも呼ばれ，（65）相談手段によ

り電話による相談，（66）インターネットによる相談，（67）その双方を利用する相談，さら

にそれらの媒体に加えて面接による相談ができるものに分けられる。 

  後者の，相談のほかあっせんや調停等の紛争解決手続をも行う機関は，窓口の性格に

よって更に，相談から行政手続に移行する行政機関の相談窓口，（68）行政苦情処理制度の

導入部である行政相談，（69）法令に基づき行政機関が運営する紛争処理機関（70）がその導

入部として併設する相談窓口，民間の財団法人・社団法人等が運営する紛争処理機関（71）

がその導入部として併設する相談窓口，及び裁判所が司法手続への導入部として付置する

司法型とも言える相談窓口（72）等に分けられる。 

  相談機関で使われる相談手段のうち，紛争の実際的解決を志向する相談者にとって格

別の役割を果たすのは面接相談である。具体的な紛争解決機関との接続を視野に入れた場

合に，電話またはインターネットによる相談のみで面接には対応しない相談機関の持つ機

能は，それらに加えて面接相談が行える相談機関の持つ機能と比較して，限定されている

と言わざるを得ない。 

  本稿では相談機関のうち，電話と面接の双方による相談が可能な相談機関，とりわけ

面接相談における対応が充実している機関を相談機関の本流と捉え，そのような相 
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談機関が持つ諸機能を中心に機能の解明を行う。 

 

⑶ 相談の位置付け 

相談と紛争解決手続との関係図 

  次章から相談の機能を，情報提供機能・問題整理機能・当時者性獲得支援機能・交渉

等支援機能・紛争管理支援機能の五つに分けて論述するが，これらの機能をもつ相談が紛

争解決システムのなかでどこに位置し，紛争解決手続とどのような関係を持つかを理解す

る一助として表わしたのが以下の図である。（73） 

  紛争解決手続にかかわる図としては小島武司教授による正義の総合システムの静的構

造と動的交流を示した図，（74）萩原金美名誉教授による紛争処理の総合システムの構造を

示したフローチャート図，（75）井上治典教授による紛争処理のフローチャートを描いたネ

ットワーク図（76）があり，いずれも図中に相談の位置が組み込まれている。 

  筆者が示す図はそのどれとも近似しないように見えるかもしれないが，それは筆者が

相談に共通する基本的役割を支援と捉え，中立的第三者が重要な役割を果たすADRや裁判

とは異なると考えることに関係すると思われる。いずれにしても本稿はADRを含む紛争解

決システム全体にわたり論ずることを意図していないから，筆者が示す図がこれら先行研

究とどのような関係にあるかについてはここでは述べない。 
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 この図で「相談」の及ぶ範囲を斜線で示した。四つの同心円のすべてにわたっている。

同心円の最も外側にある円は「問題」である。社会生活において生じた不一致あるいは不

調の多くはこの範囲にあるといえよう。相談のなかには問題の度合いが限りなく小さいも

のがあることから，（77）「相談」を示す斜線は「問題」の外縁を超えて描いた。 

  「問題」の内縁は「紛争」と接する。紛争概念については，両当事者の争いが並行的

にではなく相互に反対方向で向き合ってなされる対立状態が紛争である（78）とされるが，

相談機関は紛争をこれより広義で捉える。すなわち，一方当事者である相談者の相談内容

からは，客観的に見て両当事者が上記の紛争概念の範疇にあるかどうかは不明なこと，対

立状態にあるとの認識は双方当事者に同時に生じるとは限らず，認識に時間的なずれがあ

ることなどから，相談者が「対立している」と考えるのなら，相談機関はその事案が図の

「紛争」の範囲にあると捉える。 

  次に紛争の内容についてだが，民事訴訟法学では紛争の内容として，法枠組にそった

解決に親しむものが念頭に置かれ，子どものけんか，愛情をめぐる複数男女間の確執や愛

人契約の破綻，学説間の論争や競技者間競争などは，世間一般でいう「もめごと」であっ

て（79）紛争とはいえないとされる。（80） 

  しかし相談機関は，困って相談をしてきた当事者への支援の立場から紛争を捉えるた

め，内容面の差異にかかわらず事案は図の「紛争」の範囲にあると考える。念のため断っ

ておくが，当事者を支援する立場にあっても，悪質な犯罪行為など法規範に対する重大な

侵害行為の加害当事者については，これを支援しないことは言うまでもない。相談機関が

相談者ならびに紛争当事者への支援を行うときに，規範となるのは人権に対する感覚であ

る。 

  図で「紛争」の内縁は「法的紛争」と接する。次いで「法的紛争」の内縁と接し同心

円の最も中心部を構成するのが「法的手続」である。「法的手続」には裁判・ADRのほか

行政手続をも含む。相談機関が，その相談について，「法的紛争」あるいは「法的手続」

の範囲にあるとおぼしき相談であると考えるのは，民事上，刑事上，行政上のいずれかの

解決手続と接続しているか，接続の可能性があるように見受けられる相談である。もとよ

り相談員は法律専門家ではないから，相談の内容がこの範囲にある 
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かどうかを単独で明示的に判断することはない。繰り返すようだが，この図は相談の機能

についての理解を助けるものとして表わしたもので，相談業務の範囲を示したものではな

い。 

  では「相談」がこの図のどこに位置するかといえば，問題や紛争が図の「問題」から

「法的手続」までの同心円のどの範囲にある場合でも，相談することは可能である。現に

相談機関に寄せられる相談は，図のすべての領域にわたっている。よってこの図では，「相

談」を図の全体を覆い尽くす斜線で表現し，相談が通常のADRとは異なる独自の機能を有

するサブシステムであることを示した。 

関係図にあてはめた相談の機能 

  これからⅣ～Ⅷで述べる相談の五つの機能について，各機能がはたらく主要な領域を

上記の関係図にあてはめて説明する。もとより相談の諸機能はこれ以外にも図の全領域に

わたって発揮されるから，以下の説明は相談の機能についての理解を促進するための便宜

的なものであることをあらかじめ断っておく。 

  情報提供機能（Ⅳ 相談の機能・その1）と問題整理機能（Ⅴ 相談の機能・その2）は

主に，問題の中から紛争を抽出するとき及び紛争の中から法的紛争を抽出するときにはた

らく。当事者性獲得支援機能（Ⅵ 相談の機能・その3）は主に，問題が紛争に移行すると

き，紛争が法的紛争に移行するとき，及び法的紛争が法的手続に接続するときに機能する。 

  交渉等支援機能（Ⅶ 相談の機能・その4）は主に，相談の内容が紛争の範囲にあると

きに機能するが，この機能には紛争解決手続選択の支援及び司法手続への接続の支援が含

まれるから，それらの機能は，紛争が法的紛争に移行するとき，及び法的紛争が法的手続

に接続するときにも主要なはたらきをする。後述するように，場合によっては法的手続が

係属中であっても機能する。 

  最後に紛争管理支援機能（Ⅷ 相談の機能・その 5）であるが，問題の内縁と紛争の外

縁は文字通り表裏一体であり，紛争の内縁と法的紛争の外縁，法的紛争の内縁と法的手続

の外縁も同様であることから，紛争管理支援機能は主に，問題や紛争が上記の範囲で円環

が相互に接するあたりに存在するときに機能するといえる。 
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⑷ ADRとの峻別の論理 

  紛争解決システムにかかわる議論のなかでは一般的に，相談業務は紛争解決手続の一

部分として，とりわけADRの一部として捉えられている。 

  なぜADRの一部と捉えるかには二つの面があり，一つは相談というかたちで紛争処理を

行っているとの認識である。以下はそれを端的に示している。「怒りの原因，憎悪の感情

をちゃんと発散させ，これを取り込みながら，紛争に対応していく必要がある。『相談』

が紛争処理に有用なのは，このような人間的な面を相談者がよく聞くことによって吸収，

発散させ，依頼者に満足感を与えることができるからだ」。（81）これは相談が，いわゆる

ガス抜きに近いかたちの紛争処理を行っているとの認識といえよう。 

  これに対して私見では，上記のような相談とその対応について，これを相談機関が行

う紛争処理であるとは捉えず，相談機関の行使する相談の機能が相談者に対してはたらい

ている状態であると捉える。結果的に紛争解決という果実ないし機能が随伴することがあ

るにせよ，相談者に対し相談の機能がはたらくことにより相談機関が相談者を支援してい

る状態，具体的には後述する紛争管理支援機能（Ⅷ 相談の機能・その5）がはたらき相談

者が紛争を自己管理している状態であると考える。 

  相談がADRの一部であると捉えられているもう一つの理由は，わが国では相談というか

たちでADRへの受付業務またはそれに類似する業務を行っているからである。日本のADRを，

現代のADR運動発祥の地（82）と目されている米国のそれと比較するときに，米国では訴訟付

属型ADR（court－annexed ADR）にみられるように訴訟からADRへの移行手続（83）が主流で

あるのに対して，我が国ではADRへの入り方が，米国のような裁判所経由（84）ではなく相談

から入ることが特徴的である。ここでは当該ADR機関が行う本来の業務である和解・調停

の利用度が，受付業務ともいえる相談の利用度に比べてはるかに低いことが指摘されてい

ることを先に述べた。 

  これらのことから相談と紛争処理との関係については，相談は訴訟外の紛争解決機能

の一部（85）である，相談はあっせんと概括した ADR手続の一部（86）である，または「相談

（苦情処理）」という紛争処理方式（87）である，などという理解が一般的である。こ 
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のほか「相談手続」という用語を用い相談をADRとの関係で位置づけたものとして，司法

制度改革推進本部事務局がとりまとめたパブリック・コメント用論点整理資料である「総

合的なADRの制度基盤の整備について――ADR検討会におけるこれまでの検討状況等――」

がある。ここでは相談手続を紛争解決手続そのものとはいい難いが紛争解決を図ることに

関連する手続である（88）とする。 

  ADRの手続保障に関する議論では，相談を巡る問題として，希薄な当事者性の認識（89）

に起因する問題，相談機関の性格によっては相談員と相談者との間に権力関係が生じやす

い問題をはじめ，さまざまな指摘がされておりどれも重要な問題提起である。 

  筆者は，上記のような相談に対する見解では，全体としての紛争解決システムのなか

で相談が果たしている役割を十分に，また的確に表わすことができず，ひいて相談にまつ

わる課題の克服にもつながらないのではないかと懸念するものである。 

  相談は，結果的に紛争解決という果実ないし機能が随伴することがあるにしても，全

体としての紛争処理システムのなかで，ADRを含む紛争解決手続とは異別・独自の機能を

有するサブシステムである。相談をこのように把握してこそ，紛争解決システムにおける

相談の位置づけが確かになり，ひいて相談と他の紛争解決方式とくにADRとの接合関係を

的確に理解できると考える。相談の独自性を強調するために，いささか誇張的な表現に聞

こえるかもしれないが，ADRと相談との「峻別の論理」の必要性をここで強調しておきた

い。上で示した図によっても，筆者の主張を理解することは可能なのではないだろうか。 

  さて相談は，その意味するところが広汎なために，社会的側面から捉えた相談の一般

的機能には様々あると思われる。本稿ではそのうち，紛争解決システムにおける相談の機

能について論述する。五つの機能は，筆者が自身の研究と実務のなかで次第に成長してき

た考えをまとめたものだが，相互に多少重複ないし交錯する面があり，排他的にはっきり

と区分けされるものではない。しかし区分上の適度な綿密さ（90）を考慮しつつ可能な限り

の明確化に努めた。 

  どの相談機関もこれらの機能を兼ね備えているかといえば，そうとはいえない部分も

あろう。しかし繰り返すようだが，相談とADRとの著しい利用度の格差が端的に 
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示すような状況が改善され，紛争解決システムのなかで相談が果たす役割を確かにするた

めには，これらの機能はいずれも欠くことができないものであると考える。 

 

Ⅳ  相談の機能・その１  情報提供機能 

⑴ 情報提供機能とは何か 

  相談機関の情報提供機能とは，一般的な知識や情報の獲得，及び当該の問題に特化し

た専門的な知識や情報の獲得という，相談者による二つの要請に応える機能をいう。 

  相談者は，自己が関心を持つ問題の領域にかかわる一般的な知識や情報とともに，「私

の場合はどうなのか」という，自己の関心の中心である当該の問題に特化した専門的な知

識をも求める。情報提供機能は情報の提供方法により，その機関が専門とする情報を提供

する直接的な情報提供機能と，相談者が最も知りたい情報を得られるであろう情報提供機

関を選択して紹介する，間接的な情報提供機能とに分けられる。 

 

⑵  細分化された情報提供の窓口と利便性の相剋 

  相談機関の窓口名称は機関の対象とする業務により①対応する事案の内容を表わす名

称，（91）②対応する相談者の性別・年齢・所属・国籍など属性区分を表わす名称，（92）③

対応する相談者の居住・就労等による生活域区分を表わす名称（93）などを表示しており，

相談機関を利用しようとする相談者は，機関の業務内容を通常その窓口名称によって判断

する。 

  窓口名称と利便性との関係は，業務区分が比較的細分化され提供できる情報内容が限

定される相談機関では，相談したい内容と相談機関の機能がよく合致した場合に，専門的

な情報の提供を期待する相談者に直接的に対応することができる。しかし当該機関では対

応しない相談または対応できない相談も少なくないことから，それら直接対応しない相談

と相談者をどう扱うかが課題となる。 

  これに対して相談機関が受け入れる業務区分が大まかである場合や対象とする相談 
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者の範囲が広い場合には，相談者は相談機関を比較的容易に選択できるが，間口が広く受

け入れる相談が多様であればあるほど，対応する相談員に高い専門性を要求しにくいとい

う弊害が存在し，相談機関の機能性と相談者の利便性との兼ね合いはなかなか難しいとい

える。 

  しかし最も重要なのは，相談者がある相談機関にアクセスしたが当該機関が相談に対

応できない場合，またはその相談が機関の業務内容と異なると判断された場合の機関側の

対応である。件数の多寡はあるが，どの相談機関もこのことを経験する。 

  通常は他機関を紹介することで対応が終了するが，仮に相談機関が案件の内容を十分

に聞き込まないうちに漫然と他の機関を紹介するようであれば，紹介された相談機関と，

相談者が求めるものが合致しないまま相談機関を転々とする事態が危惧され，たらいまわ

しにされたと相談者本人が認識する状態が生じやすい。門前払いなどの極めて不適切な対

応も無いとはいえない。 

  一般に相談機関の扱う業務が細分化していればいるほど，業務外の相談への不適切な

対応の危険性は増す可能性があるが，業務として対応する範囲を外れた相談の受け方につ

いて，機関としての方向性が定まっていなければ，これはどの機関においても共通して発

生しうる問題である。 

  相談者は悩みや心配事を抱えて心身の力量が低下しているため，改めてアクセスした

他の相談機関で，自分を取り巻く状況について再度説明をし直す作業は精神的にかなりの

負担となる。ましてや，安易に他機関の紹介が繰り返されたために，その作業を何度も重

ねて行わなければならないとなると，相談者の徒労感は相当なものになるだろう。 

  この弊害を最小限に抑えるためには，単に他機関の連絡先を相談者に伝えるのみでは

なく，事案の次第によっては相手先機関に直接連絡し面談の予約の仲介を行うなど，支援

上の工夫が望まれる。この際，機関には相談に対する秘密保持義務があり，他機関の直接

紹介にあたっては，提供する情報をどの範囲に限定するかに関して，相談者への確認と同

意が必要である。 
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⑶ 情報提供機能の限界 

  行政機関の相談対応には非党派的性格があるように見受けられる。その背景として，

行政機関には基本的に中立性と受動性が求められるため，一方当事者に肩入れをしたり党

派的な助言を行うことには制約がある（94）ことがいわれているが，その法的根拠はどのく

らい確固たるものなのだろうか。相談に共通する基本的な役割を支援と捉える立場からす

ると，行政機関にしばしばみられるこのような相談への対応姿勢には異を唱えたい。 

  ともあれ行政機関の相談がおおむねこのような背景にあるため，行政機関が「○○相

談」を掲げていても，その業務内容は機関の設置意図に基づいた法的情報を中心とした情

報提供業務に限定されるのが一般的である。（95）たとえば全国の家庭裁判所における家事

相談は，家庭裁判所で行われる審判や調停手続について，相談員が1件20分程度で説明す

る窓口で，「あなたの場合は」など事案の内容にわたる相談には応じない。（96） 

  同様に，法テラスコールセンターは法（97）で規定する情報提供機関として，法制度や相

談機関を紹介する役割を課されており，オペレーター（98）の対応は数分以内，常駐弁護士

の対応も5分程度の情報提供（99）であり，ともに事案の内容に踏み込んだ個別の判断は行わ

ない。 

  一方これらの機関を利用する市民は，自己が関わる個々のトラブルについて相談する

機関として，相談という語彙が社会通念として意味するところに限りなく近い役割と対応

を期待しており，（100）機関の運用と利用者の認識との間に齟齬が生じやすい。情報提供機

能に特化した機関では「事案の内容を聞き込まずに必要な情報のみを提供する」ことが実

際にできるのか，できるとしたらどのような案件で，どの程度まで可能なのかが常に課題

となろう。 

 

⑷ 他機関との連携 

  ある相談機関が提供できる情報には質量ともにおのずから限界があるため，一機関だ

けで対応しようとする姿勢ですべての相談に当たるのは，相談者を支援する態度と 
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して好ましくない。一般に問題解決のためにある機関が果たすことのできる役割は全体の

一部分であることが多く，そのため機関の役割と機能的限界を自覚し他機関と連携するこ

とによりそれを補完する必要がある。 

  相談機関が事案に応じて他の組織・団体や専門家と具体的な役割分担と業務上の連携

をするためには，その前提として相談機関内部で，相談者に対応する相談員が一人ですべ

てを抱え込むことなく，機関として相談者に対応していることを常に確認し情報の共有に

努める必要があるとともに，当該機関が支援として行うことが可能な業務内容を，必要が

あれば相談者に明確に伝えることができるように，相談に対応する範囲と限界について機

関としての共通認識を築かなくてはならない。その上で相談機関が他機関と着実に連携経

験を積み重ねていくことにより，機関相互の信頼に基づく連携体制を構築することができ

るであろう。 

  相談機関が事案に応じて他の組織・団体や専門家と具体的な役割分担と連携がとれる

か否かは，相談者が相談機関を選択する際のめやすとなる。先に述べたように相談機関の

情報提供機能については，機関の体制と相談者の利便性とのあいだで均衡をはかることが

難しい面があるが，他機関などとの連携及びその紹介にあたってのきめ細かな対応等が，

相談機関の機能的限界を補い情報提供機能を充実させると考える。 

 

Ⅴ  相談の機能・その２  問題整理機能 

⑴ 問題整理機能とは何か 

  相談機関の問題整理機能とは，相談機関が相談者に協力して一緒に問題の束を解きほ

ぐし，当該の問題を構成する個々の案件を確認し，優先的に解決すべきはどれかにつき相

談者と意見交換と検討を行い，それらの作業の総体によって当該問題への対応のしかたを

相談者とともに整理する機能をいう。 

  先に相談を定義する際にみたように，相談には，互いに意見を出して話し合う，また

は他人に意見を求める，という二つの意味あいがある。注目すべきはこれらがいずれも強

い指導的言辞やいわゆる「説教」のような価値観の押し付けを意味しない点で 
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ある。相談員には相談者の価値観を尊重する態度と，相談者との間が指導的・支配的な関

係に流れないよう留意することが必要で，問題整理機能は相談員がそのような自覚を持つ

ことにより円滑に行使できる。 

  つまり相談員が予断を持たず，相談者がのびのびと率直に語ることが可能であれば，

相談者が他人に意見を求めるための前段階として行う状況説明，時宜にかなった相談員か

らの問いかけや，それへの応答等の相談過程を通じて，相談者は自己のかかえる問題との

距離をとり客観的に語ることができるようになる。一方で，対応する相談員は相談者に肯

定的関心をもちながら，相談者の置かれた状況をできるだけ的確に把握しようと努める。 

  相談者と相談員によるこの共同作業が円滑に行われれば，混乱した事象全体を解きほ

ぐし個々の問題点を抽出することに役立ち，次第に問題が整理されるとともに「では，こ

れからどうしようか」というふうに，具体的な検討を行うことができる。 

  問題の束を抱えた人間をどう捉えるかについては，伝統的にはこれを「家事紛争の特

殊性」から捉える見方がある。有地教授は社会生活を経済生活と家族生活に分け，前者に

登場する人間像が，画一化され，平等，独立で自由な法主体であるのに対し，後者では生

活に困ったり，情緒的に不安定な，病める生きた具体的人間が立ち現われるとし，経済生

活において，普遍的で抽象的な人間相互の取引上の紛争を処理し，取引の安全を保障する

のが財産法であるのに対して，家族生活において，これらの生きた具体的人間間で生ずる

生々しい人間関係の紛争を解決するのが家族法であるとする。ゆえに「それらの紛争を処

理する手続もおのずから違ってくる」（101）と述べている。 

  しかし財産法上の問題を抱えた当事者も，当然ながら生きた具体的人間として社会生

活を営んでいる。財産法上の問題を抱えていても，家族法上の問題を抱えていても，およ

そ問題をかかえた当事者は悩める具体的人間であり，刻々と変化する流動的な社会的関係

のなかにあり，情緒的に不安定な状態に陥っていることに変わりはない。それらは紛争の

種類というよりはむしろ，問題が未整理であることに起因する問題で，相談機関に寄せら

れる相談が往々にしてそうであるように，紛争が発生して間もない段階などでは相談者が

このような心理下にあることはむしろ自然である。 

  財産法上の問題は，問題の束のなかから過去の特定の権利義務関係を抽出すること 
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が比較的容易なことから，早い段階で司法手続を利用し得る法的紛争として整理されやす

いために，あたかも具体的な紛争当事者の姿が消えたように見えるに過ぎないのではない

だろうか。 

 

⑵ 優先順位の決定 

  解決すべき問題の束のなかには，司法的解決のほかに行政機関が運用する社会保障制

度等を利用した解決が相当と思われるもの，親族・友人・知人・隣人・職場の上司・同僚

などの社会的関係を介在した解決への試みが必要なものなどが包含されている。優先して

解決に取り組むべき問題の順位と解決の方向性を決定するには多面的な考察が必要であ

る。 

  問題への対応のなかには「回避」（102）といわれる行動を含めて「今は取り組まない」

が選択肢として存在する。問題には解決すべき時期があり，課題ではあるが機の熟するの

を待つことが適切であると本人が判断する場合もある。（103）また，当事者が考える優先順

位が社会的常識や良識から逸脱しており，とても合理的な判断の結果と理解できない場合

には，（104）相談者への安易な同調や相談員の価値観の強制を回避しつつ，現実的な立場で

の状況把握と慎重で継続的な相談対応が必要とされる。 

 

⑶ 法的問題の抽出 

  ここでは法律相談との関係について考察したい。本稿でいう法律相談とは，紛争を抱

える当事者が自己の権利擁護と法的利益の実現を目指して行うもので，相談業務を担当す

るのが弁護士または認定司法書士（105）であるものをいう。（106） 

  法律相談の果たす機能としては，法知識判断供給機能，弁護士紹介機能，事件処理機

能，紛争予防（防止）機能及び紛争選別機能の五つがあるとされる。（107）法律相談は，主

として行政機関やそれに準ずる公共性の高い機関が行う無料法律相談と，弁護士会や弁護

士事務所等への個別の申し込みに応じて行う有料法律相談に大別される。概して前者は受

任に直結しない公共サービスとして位置づけられ，当該事案に関連する一般的な法律情報

の提供が主であるのに対して，後者では事案の内容に特化した法的見解や，受任を視野に

入れ訴訟提起を念頭においた，党派的で具体的な助言を行うなど 
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踏み込んだ相談対応が可能である。 

 無料法律相談については，それが弁護士業務の経済法則を無視した形態であることか

ら，依頼者が求める良質な法的サービスが果たして提供できるのかに関して，懸念と危険

性が指摘されている。（108）収入が一定範囲以内であるなど経済的な制約がある場合には，

民事法律扶助制度を利用した法律相談が可能であることもあり，（109）基本的には対価を払

って法律相談を受ける姿勢が望ましいといえよう。 

  市民が法律問題で困ったとき，なぜ弁護士に相談しないのかがよく議論される。（110）

弁護士に相談をすることは，その先の紛争解決機関との接続が円滑になることを意味する

ため，ADRの拡充・活性化をめぐる議論のなかでもしばしば取り上げられる。しかし，単

に他人に相談をもちかけることと法律相談を行うこととの間には，相談者の意識の上で相

当のへだたりがある。 

  当事者のかかえる問題は多くの場合複合的であり，社会的紛争では「法的争点」と「非

法的争点」は渾然一体となっている（111）から，法律相談をするには自分の抱える問題のな

かから法的問題なり法的紛争である部分つまり「ここは弁護士に聞いてみよう」と思う部

分を，ぼんやりではあっても，あらかじめ抽出する作業を行うことを求められる。 

  複雑に結びついた問題の束のうちどの部分が法的問題らしく，その中のどの点が法的

紛争を構成する可能性があるのかを，ある程度認識して法律相談をするには一定の力量を

必要とする。人が弁護士との法律相談を経験する機会は一生に一回ないし数回かもしれず，

誰もが法律相談に備えてこの作業を自力で行えるというわけではないであろう。 

  弁護士は，相談に来た事件を，この事件は何が法律的に問題があるか，どこに問題が

あるかということを念頭に置きながら，いろいろ質問をしていく。（112）時間の限られた法

律相談（113）を有効に利用するには，相談者が自分の悩みのうちどの部分を法律家に相談す

るのかに関して，ある程度整理して理解している必要がある。 

  また，自分の抱える問題の固まりを解きほぐし，その中から法的問題点らしきものを

より分ける作業には，時として心理面や生活面でのサポートの必要性があり，往きつ戻り

つの思考の変遷を繰り返す相談者に対しては，粘り強く継続的な対応が必要で 
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ある。弁護士などの法律家にとってその作業が必ずしも適任とはいえないだろう。相談機

関の問題整理機能はこのような場面への対応を含めて，これから法律相談を利用しようと

する相談者を支援する役割を果たす。 

  さきに法律相談の果たす機能を五つあげたが，相談機関の問題整理機能は，当然なが

らこれら弁護士の職域にかかわる機能を果たそうとするものではない。法的問題の整理に

は専門家ではない素人に可能な程度のものとそうでないものがあり，この判断を誤って相

談機関が相談者に対して不用意な対応を行えば，相談者が本来持つ権利を損ねたり，当然

発生すべき紛争の芽を摘む危険性がないとは言えない。相談機関はこの点について特に留

意が必要である。 

 

Ⅵ  相談の機能・その３  当事者性獲得支援機能 

⑴ 当事者性獲得支援機能とは何か 

  相談機関の当事者性獲得支援機能とは，相談者が主体的決断により紛争における当事

者性を獲得することを促進する機能をいう。 

  社会生活のなかで生じた不一致の多くは，潜在的な問題として存在する。問題が顕在

化し，自己の問題には関係する相手方が存在し，自分がその一方当事者であると認識した

段階，つまり当事者性を獲得した段階が紛争顕在化の原点といえよう。社会的実在として

の対決ないし紛争とは，人間社会に広範に存在するさまざまな不一致が，主体的決断を通

じて顕在化するものであるということができる。（114）人は紛争の存在と自分がその当事者

であることの双方を認識することにより当事者性を獲得する。 

 

⑵ 主体的決断の促進 

  相談者が紛争の解決を目指して主体的決断をするには，それを促す前提として，当該

の紛争にはどのような解決手続きが用意されているかに関する情報提供が必要である。相

談機関は複数の紛争解決手続の呈示と，その手続を選択した場合の解決までの手続過程の

展望につき情報を提供する。 
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相談機関のこの機能に類似したものとして，石川明教授があげる「ADRの紛争当事者から

の相談機能」がある。「紛争当事者のなかには，紛争の救済可能性について予見できない

者が多い。救済可能性がないことがわかればADRなり訴訟へのアクセスを諦めることにな

るし，それが肯定されればアクションを起こすことになるであろう。この点でADRの機関

が当該紛争の成否についてアドバイスを与えるということが，かなり大きな効用である」

とする。（115）先に述べたように，これをADRの機能とするのは一般に相談とADRとを分離し

て考えないゆえであり，内容的には本稿でいう当事者性獲得支援機能と近似するといえる。 

  相談者が当事者性を獲得する契機として，弁護士等による法律相談が重要な役割を果

たす。司法手続を選択した場合に予想される展望につき具体的な情報を得られるからであ

る。法律相談に先んじて，相談機関は法律相談をしようとする相談者が弁護士に尋ねたい

事柄や内容を整理するなどの，事前準備作業にともに携わることが可能である。 

  相手方を特定して紛争解決をはかるという行動を選択するには，自分自身に，ある程

度まで問題の核心を直視する勇気と決断が必要で，人はときに当事者性を回避しようとす

る行動（116）をとる。また，解決に向け一歩を踏み出す決断をすることは，ある状況におち

いった人々にとってなかなか難しい（117）うえに，決断するには底つき（118）感を自覚するほ

どに問題の成熟が必要な場合もある。問題の核心を直視する勇気と決断力を獲得するまで

の，時間的・心理的経過が必要な相談者に対しては，機の熟するのを待つ継続的な対応が

求められる。 

  以上述べたように，相談者の主体的決断による当事者性の構築を促すための，これら

一連の作業全般が，相談機関の当事者性獲得支援機能に含まれるが，最後にあげた当事者

性獲得までの継続的な相談対応については，後ほど「Ⅷ 相談の機能・その5 紛争管理支

援機能」で述べる機能と内容的に共通する部分がある。 

 

⑶ 紛争顕在化とその是非 

  紛争は私人間の権利主張が対立するところから生じるものであるから，（119）当事者が

自己の権利とその侵害を感知し，相手方当事者との主張の対立を認識すれば紛争が顕 
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在化する。相談機関が当事者性の獲得を支援することは，一面では紛争の顕在化とその法

的争訟への発展を促すことにもなる。紛争をどう捉えるかについては，争いは人間社会に

とって病理現象というよりは，むしろ生理現象とみるべき（120）とされる一方で，紛争や対

立はできるだけ抑止または回避すべきであるとする主張（121）や，相手方への不公平感や不

満を社会的な認識のなかで捉えるよりはむしろ，心理的な技法の駆使あるいは倫理的・宗

教的な思考の介在等によって，当事者の心のありようを変化させることを通して解決すべ

きであるとの主張もある。 

  人の顔が異なるように個々の紛争の性質や形状は一つ一つ異なり一概に言うことはで

きないが，社会学においては紛争の積極的機能を承認しこれを「社会秩序の一基礎」と理

解するようになっている。（122）社会の力学が「健全に」働いて紛争が顕在化し，それが円

滑に解決手続に接続するような状態こそ望ましいといえよう。 

  相談と紛争解決手続との円滑な接続により，ADRを含む紛争解決手続が活性化すれば，

紛争が水面下に潜伏したり，顕在化した紛争が解決されずに社会生活上放置されたりする

状態を避けることができるのではないかと考える。（123） 

 

Ⅶ  相談の機能・その４  交渉等支援機能 

⑴ 交渉等支援機能とは何か 

  当事者間の直接交渉を相対交渉と呼ぶが，相談機関の交渉等支援機能は第1に，相談者

が相手方と直接交渉を行おうとするときに，本人の意思や交渉意図が相手方に適切に伝わ

り，結果として相対交渉が円滑に進行することを支援する機能をいう。 

  交渉等支援機能は第2に，相談者が第三者を介在させた紛争解決を志向し，解決手続の

中から具体的な手続形態を選択しようとする際に選択を支援する機能をいい，この第2の

機能を紛争解決手続選択の支援という。 

  自己の持つ紛争解決意思を具現化するための最初の行動は交渉であろう。（124）紛争解

決のノーマルな手段が訴訟であるような社会は，おそらく存在しないとされる。（125）交渉

は相手方との合意の調達を求めて行われるが，交渉の不具合や失敗が対決姿勢への 
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移行をもたらすともいえる。当事者間交渉については法の支配との関係から消極的な見解

も少なくない（126）が，当事者間交渉に対する懸念は，煎じ詰めれば法的公平性が担保され

ない不透明なADR手続が瀰漫する現状への懸念であり，翻って考えれば民事紛争の解決手

続が，当事者の直接交渉への希求を十分に満たすものではないことを露呈しているように

思われる。 

  実際のところ，相談機関を利用する紛争当事者の多くは相手方との交渉の可能性を模

索し，それを促進するための具体的な手段や方策を求めている。しかし相対交渉について

は，法的専門知識のない私人が直接交渉を行うことの危うさや，当事者間の交渉能力には

しばしば不均等が生じることへの心配から，たとえ相対交渉で合意が形成されたとしても

「法と合意の間の矛盾がいずれかの当事者に不利益を強いていないか」（127）などの懸念が

あるとされる。 

  当事者間交渉を可能にする法的土壌がわが国に形成されているかどうかについて考え

ると，近年の大学進学率の向上が法学教育の普及にも確実に貢献（128）しているはずであり，

また交渉に関連した法的な関心・知識は市民間にある程度蓄積していると考えることがで

きよう。（129）このような背景から，相談機関には自らの言葉による相手方への意思の伝達

を志向する相談者の求めに的確に対応し，交渉支援機能を十分に果たすことが求められて

いると考える。 

  自明ながら確認しておきたいのは，相談機関の行う交渉支援はあくまで紛争の一方当

事者に対する後方支援として機能するもので，ADRにおける自主交渉援助型調停（130）のよ

うな同一空間での双方当事者への直接的な交渉支援を意味するものではないということ

である。 

  ところで，交渉に近接した言葉として対話がある。相談者のなかには交渉というより

はむしろ対話を求めて相手方との接触を希望する場合がある。交渉が，相手方との何らか

の取り決めを求めて行われる話し合いであるのに対して，対話は必ずしも合意の調達を求

めて行われるものとは言い切れない。「対話」とは各自の見解を「伝え合う」ことではな

く，むしろ，対話者同士の見解を問いによって確かめ合おうとする手続を通じて，おのお

のが「自己自身の見解を自らに対して明確化する場」（131）である。そうは言っても相談者

が対話と交渉の差異について主体的に認識しているとは限らず，一 
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方で対話の促進は交渉のもたらす果実の一つでもあることから，本稿では対話的要素も含

めて「交渉」の語を使用する。 

 

⑵ 相対交渉の支援 

  先に述べたように相談機関を利用する相談者である紛争当事者は，しばしば相手方と

の直接交渉の可能性を模索するが，相談者は一般に交渉の当初には相手方への穏やかなア

プローチを選択する傾向があり，対面による直接交渉などに先立ち，自己の交渉意図を間

接的な手段で相手方に伝えようとする。その際にとられる手段として，手紙または書面に

よる接触がある。このような接触を試みようとする相談者に相談機関が行う交渉支援とし

て文案作成過程への支援がある。 

  相談者が相手方に向けて作成する手紙や書面の内容につき，文案の検討を相談者とと

もに行う作業である。具体的には，事実経過や状況説明が第三者にも理解可能な合理的記

述になっているか，自己の主張や心情は過不足なく記述され過度の感情の露呈は抑制され

ているか，などに配慮しながら検討を行う。紛争の渦中にある当事者は心労もあって，と

かく心身の力量が低下したり平常心を見失いがちであることから，相対交渉を志向する相

談者に対するこうした後方支援には意義があるといえよう。 

 

⑶ 紛争解決手続選択の支援 

  当事者間交渉が不首尾に終わった場合や当事者が相対交渉を望まない場合に，相談者

が次に求めるのは第三者の介在である。第三者を介在させた問題解決を志向し具体的な解

決手続を模索する場合には，相談機関が紛争解決手続選択の支援を行う。 

  相談者が介在を想定する「第三者」には多様な様態がありうる。まず，一方または双

方当事者の親族・知人・友人・隣人・職場の上司・同僚等，当事者とさまざまな社会的関

係を結んでいる第三者による介入をどう捉えるかであるが，これらの場合には介入する親

族や知人等と相談者との関係性が不透明で，いずれかの当事者と介入者の利害が共通する

場合が容易に想定される。 

  したがって相談者周辺の個人的な人間関係の領域における関係者を介在して行われる

紛争解決の試みについては，これを相対交渉の範疇にあるものと考えるのが相当で 
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ある。相対交渉過程は，紛争当事者間の相互影響関係やそれをとりまく社会的構造を意思

決定のために利用するもの（132）と考えることができるからである。したがって相談者周辺

の個人的な人間関係を介在させたこのような交渉については，相談機関が紛争解決手続選

択の支援を行う第三者を介在させた紛争解決の対象として包含しない。 

  紛争解決手続選択の支援は，選択可能な紛争解決手続及び紛争解決機関に関する情報

提供を中心とする支援機能である。 

  日常生活のなかで頻繁に発生するありふれた紛争に関する裁判外の紛争解決手続選択

の支援としては，消費者紛争・交通事故紛争にみられるように，当該問題に特化した専門

機関の社会的認知度が高くかつよく機能する場合を除けば，家事調停・民事調停等の司法

型ADR，労働紛争における労働基準監督署・労働センター・労政事務所・労働委員会等を

利用した行政型ADR及び労働組合に関する情報提供等が一般的である。民間型ADRに関する

情報提供はあまり行われていない。（133）性被害等の犯罪性が疑われる案件では，都道府県

警察の担当部署や，所轄警察署の生活安全課等の相談にかかわる担当部署の情報提供も行

う。 

  相談機関は，訴額が比較的小さいケースでは，本人訴訟も難しくない簡易裁判所を利

用した司法手続に関する情報や，弁護士委任を視野に入れた法律相談についての情報もあ

わせて提供する。 

  相談者に選択可能な紛争解決手続あるいは紛争解決機関に関する情報がなかなか提供

できない場合がある。民事司法の制度的枠組みは具体的紛争の事後的解決であり，裁判制

度は公開の原則により手続の公正を担保するが，双方当事者が紛争解決後も経済域や生活

域を共有することが予想される場合には，司法手続の持つ公開性と対立性に対するためら

い・違和感・抵抗感等があり手続の選択がむずかしい。当事者は将来の関係性も考慮した

柔軟な手続進行と，関係者を限定し非公開性を担保した手続形態を求めており，この分野

で使い勝手の良い手続が利用できるようであれば，今後ADRの展開の余地があるように思

われる。 

  交渉等支援機能との関係で相談機関が最も留意すべきことは，相談者が求める解決手

続形態を的確に把握することである。この点で裁判に関する情報提供は重要である。とく

に「何が事実なのか」を巡って両当事者間に重大な主張の隔たりがあり，相談者 
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が事実関係の真偽明確化を最も希求している場合は，訴訟手続に関する情報提供を欠かす

ことはできない。事実の認定は裁判や裁定的ADRによらなければ行うことができないから

である。 

  交渉等支援機能のなかで紛争解決手続選択の支援は，相談がADRを含む解決手続への接

続促進に寄与するために最も重要な役割を果たす機能である。正義へのアクセスに関する

広範かつ精力的な研究で知られるマゥロ・カペレッティは，紛争解決制度がすべての人々

にとって等しく接近可能なものであることが，正しい裁判のための手続保障と車の両輪と

もいえる関係にあるとして，「現代社会が追い求めている社会正義は実効的なアクセスを

前提としてのみ達成される」（134）と述べている。 

  この視点を各相談機関の持つ交渉等支援機能に当てはめてみると，現状では相談機関

によって交渉等支援機能とりわけ紛争解決手続選択の支援の機能に，顕著な力量の差があ

るといわざるを得ず，具体的な機能強化の必要があると思われる。（135） 

  いわゆる「裁判所に来ない紛争の掘り起こし」とも関連するが，当事者が紛争に苦し

む事実があるにもかかわらず法整備の遅滞や社会一般の認識の遅れ等に起因する問題か

ら，当事者の強い紛争解決意思がなかなか具現化できないことがある。実体法の整備は，

権利侵害に対する社会的認識の広がりや社会的合意の形成を受け半歩遅れで行われるこ

とから，紛争解決の必要は常に法律の制定に先行している。この意味で，勇気ある当事者

ならびに関係者の努力によってもたらされる判決あるいはより広く裁判が実際上果たし

ている機能である波及効（136）は大きいといえよう。 

  こうした背景もあって，いつの時代にも解決手続が乏しいという課題に直面する当事

者がおり，（137）双方当事者の関係を法的にどう捉えるかは，手続の問題であると同時に人

権の問題でもある。ここでは侵害された人権の回復のために，正義へのアクセスが本源的

な重要性を持つのである。（138） 

  相談機関が当事者からの相談に対応する過程で，解決手続との接続に苦慮するものと

して，雇用関係以外のセクシュアル・ハラスメント，モラル・ハラスメント，職場のいじ

め，教育現場のいじめ等がある。具体的に例示すれば，宗教指導者と信徒，教員と児童・

生徒，患者と看護師等医療従事者を巡る加害行為とその被害に関する相談等がこれにあた

る。 
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⑷ 司法手続への接続の支援 

  当事者が案件を司法手続に接続しようとする場合に，事件の法的側面を抽出し，それ

が司法手続に係属した場合の時間的，経済的負担を含めた解決までの見通しに関する情報

が必要である。この段階では，訴訟委任による代理人契約（139）を視野に入れた法律相談を

行うことが妥当だが，相談者は日ごろ法律家になじみがないのが一般的で，どの弁護士に

法律相談したらよいか戸惑う場合が少なくない。 

  法テラスへのアクセス，単位弁護士会等への法律相談申込みなどの通常手段はあるが，

当該事案につき自分が継続して相談してきた相談機関を通じて弁護士にアクセスしたい

という相談者もある。このあたりの心情は，心身の不具合が発端となって受診する医師や

医療機関の選択を試みるにあたり，自己の身辺から得た個別で具体的な情報をもとに選択

しようとする心持ちに多少類似するようにも思われる。 

  相談機関は紛争解決に直接関与するものではないが，日ごろから相談への具体的で実

際的な対応をこころがけ，相談者の求めに応じて交渉等支援機能を発揮してきた機関であ

れば，おのずと地域で活動する複数の弁護士と業務を通じた協力関係が構築されるもので

ある。当事者の希望に加え相談の経緯や事案の内容から，相談機関を通じた法律家への接

続支援が必要であると機関側が判断した場合には，業務を通じた協力関係にある弁護士へ

の法律相談の予約の仲介をすることがある。その際に相談機関は当該案件の性質や，互い

に人間である以上当事者と弁護士とのいわゆる相性等も勘案して仲介を行うことが多い。 

  もちろん訴訟委任を視野に入れた法律相談に応じたからといって，受任するか否かは

弁護士の専権事項である。また相談者が弁護士の関与を望んでも，紛争の価額の面から案

件が弁護士への代理人契約となじまず紛争解決手続を選択しにくいものがある。請求の内

容を紛争の価額に換算すると非常に低額もしくは算定が不能であることが障壁となり，通

常の委任契約により相談者の目的を果たすことがなかなか難しい場合である。事案によっ

ては各地の単位弁護士会が設置する紛争解決センター等（140）の利用が考えられる。 

  相談機関が仲介した法律相談では，必要があれば相談者の求めと弁護士の了解に基 
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づき，相談機関の担当相談員が法律相談に同席することが可能である。とくに外国籍相談

者の行う法律相談（141）では，言葉の障壁や相談者の母国の法手続との違いなどに起因する

内容理解への懸念や，法的紛争以外の側面へのサポートの必要性等から，法律相談への同

行支援を行う場合が少なくない。 

  弁護士の隣接職種である司法書士への法律相談について言及すると，司法書士は沿革

的に裁判所に提出する書類の作成を業としており，（142）地裁における本人訴訟では準備書

面の起案と一般的なアドバイスを担当している。（143）前述のように簡易裁判所が管轄する

民事事件で認定司法書士が代理権を持つため，近年は相談者の求めに応じて金銭債務等を

中心に，相談機関が司法書士への法律相談の仲介を行うことがある。新たな業務に意欲的

に取り組む認定司法書士による法律相談では，提供する司法サービスが比較的廉価（144）で

良質である（145）との評価もある。法律家の世界は増員が進んでおり，今後の相談機関と地

域の弁護士会及び司法書士会との関係の推移を見守りたい。 

 

⑸ 弁護士と相談機関，業務上の関係構築 

  事件を代理人に委任することができたとしても，相談という日常的な接触による当事

者支援が引き続き必要な場合があり，機関相互の連携はここでも必要である。法律家は財

産管理や訴訟事務等に精通しているとはいえ，狭義の法的紛争部分は往々にして紛争全体

の一部を構成するに過ぎず，法の専門家に人生や生活全般の専門家としての役割を求める

のは筋違いであろう。 

  係争中の紛争当事者が法的紛争のほかに生活上の障害や心身の不安・心配ごとに悩ま

されている場合に，弁護士との信頼関係が構築されており，これと連携しうる相談機関で

あれば，弁護士を紹介した相談機関が役割を分担して，相談者が弁護士に委任した部分以

外の，これら生活上の相談に引き続き対応することは可能である。 

  相談機関と弁護士との業務上の連携は逆の場合にも生じる。法律相談で弁護士事務所

を訪れたが，相談者に気持ちの揺れや混乱が顕著に見られ，現段階では法的手続をとる明

確な意思が確認できない場合や，委任したい内容を含めた問題全般につき更なる整理が必

要なことが判明した場合に，弁護士が促しまたは弁護士の紹介で相談者が相談機関を訪れ

ることがある。このように相談機関の交渉等支援機能には，相談機関 
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と弁護士とが地域で業務上の協力関係を構築し，双方向性を持った連携を行うことが含ま

れる。 

  訴訟提起前の当事者の活動に関していえば，弁護士は裁判外で和解あっせんを行うこ

とがあり，英国ではADRの活用よりも弁護士による当事者間の直接交渉が重視されている

（146）との報告がある。わが国でも今後弁護士による同種の仕事が現状以上に増えるのか，

動向を注目したい。 

 

Ⅷ  相談の機能・その５  紛争管理支援機能 

⑴ 紛争管理支援機能とは何か 

  相談機関の紛争管理支援機能とは，相談者が紛争当事者として紛争の火種を抱えなが

らも，当面はそれを自分でコントロールしようとする場合に，紛争の自己管理を支援する

機能をいう。先に「Ⅲ⑷ ADRとの峻別の論理」で述べたように，これまで相談という紛争

処理のしかたであると見られていたものの多くは，相談の機能がはたらく状態とりわけ紛

争管理支援機能がはたらき相談者を支援している状態だと考えることができる。 

  紛争管理支援機能は，本人こそが自己の抱える問題・課題・困難について最もよく認

識し理解しているとの考え方に基づき（147）継続的に行使される機能で，紛争の自己管理を

しようとする相談者を支援する役割を果たす。 

  相談の内容は紛争との関係により，すでに紛争にまで成長しているものと，そうでな

いものに分けることができるが，後者はさらに将来紛争にまで成長しうるものと，紛争に

はならないもの（148）に分けられよう。 

  一般的な相談の機能のなかに傾聴がある。（149）自覚的に，あるいはそう意識せずとも，

相談機関に傾聴と共感（150）を期待する相談者は，その心理状態として，自分を取り巻く困

難な状況を打開する具体的な方策が現時点であるようには思えないが，また仮に何らかの

手段があるとしても今は取り組む意思を持たないが，自己の悩みや心情を相談員に吐露す

ることによる心理的な負担軽減を試みて，一時的であるにしても気持ち 
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に一応の決着をつけようとするものである。 

  この範疇にある相談のなかには，時間の経過とともに当該の問題に新たな要素が加わ

るなどを契機に，将来的には紛争にまで成長しうるものが含まれている。しかしその時期

や，いかなる事件形態で紛争が顕在化するかについて，現時点では不明である。主観的に

「当面は困難を抱えながら生活をするしかない」と思う相談者を，紛争の火種を抱えてい

る状態にあると考える。 

 

⑵ 紛争の自己管理 

  紛争には解決時期があり，「今は解決に取り組まない」を含めて本人が紛争の現状を

どう認識し，今後どのタイミングで紛争解決手続に入る決断をするかは，当事者性の獲得

時期とも関係する私的自治ないし自己決定の領域の問題であり，先に「Ⅴ⑵ 優先順位の

決定」でみたように回避（151）という選択肢も存在する。 

  紛争の当事者は自分の抱える問題を「解決」しようとするが，「解決」には恒久的な

解決から，とりあえずの解決，当面の紛争処理まで，幅広い意味あいがある。従来の「紛

争解決」概念への批判（152）などもあり，近年は「紛争処理」の語も併せて使われる。（153） 

  司法的解決の到達点は権利義務ないし法律関係の終局的な確定にある。（154）民事司法

制度が提供するのは過去のある時点でのこのような関係の確定であるから，紛争当事者双

方が経済域や生活域を将来にわたり共有することが予想される場合には，たとえ司法的解

決を行ったとしてもそれは当面の紛争の処理を行うことに過ぎない。事態の推移によって

は紛争解決より紛争処理が実態を表わすように思われる。（155） 

  紛争の自己管理を支援する機能は，相談機関が紛争当事者への支援を継続的に行うこ

とを意味する。相談機関には，自己が他から何らかの被害を被る関係にあるが今はやむを

得ず耐えて暮らしているという相談のほか，周囲とのコミュニケーションのとり方に悩む，

トラブルの当事者になりやすい，など対人関係が円滑でないことに関する相談が少なくな

いことから勘案して，紛争の自己管理を支援する機能は今後重要性を増すのではないかと

思われる。「紛争管理」（156）「コンフリクト・マネジメント」（157）に関する今後の研究に

期待したい。（158） 
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Ⅸ  おわりに――要約と残された課題 

 
  本稿は相談の機能を解明することを中心にして紛争解決システム全体における相談の

あり方について考察したが，要約すれば以下のようである。 

  相談はADRの一部と捉えられているが，相談は支援であり，全体としての紛争処理シス

テムのなかで独自の機能を持つサブシステムである。相談とADRとは峻別が必要で，それ

によってこそ，相談の機能を解明し，紛争解決システムのなかで相談を的確に位置付ける

ことができる。相談と紛争解決手続との位置関係を理解し，相談の諸機能がはたらく領域

を説明するため図を利用した。 

  相談についての法的検討はあまり行われていないが，相談理論について今後研究が進

めば，それはひいて相談と相談機関をとりまく課題の克服，相談機関の機能的充実ないし

相談対応能力の向上等に大きく資することが期待されよう。相談の機能を五つに分けてみ

たものの，これらの機能には相互に多少の重複ないし交錯する面がある。 

  情報提供機能は，一般的な知識や情報の提供及び当該の問題に特化した専門的な知識

や情報の提供を求める相談者の要請に応える機能である。 

  問題整理機能は，相談者とともに問題の束を解きほぐし，個々の案件を抽出し，優先

的な解決順位や対応を検討・整理する機能である。 

  当事者性獲得支援機能は，相談者が主体的決断により紛争の当事者性を獲得すること

を促進する機能である。 

  交渉等支援機能の第一は，相対交渉を望む当事者を後方から支援する機能である。交

渉等支援機能の第二は，紛争解決手続選択の支援であり，第三者機関を利用して紛争を解

決しようとする相談者の手続選択作業を支援する機能である。 

  紛争管理支援機能は，紛争の火種を抱えながら当面はそれを自己管理しようとする相

談者を継続的に支援する機能である。 

  以上，相談の機能を解明しつつ，その紛争解決システムにおいて有する意義・重要性

についてささやかな考察をおこなった。筆者なりに精一杯努力したつもりだが相談 
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という対象はあまりにも広大で，かつほとんど未開拓の研究分野に属するため，巨象の一

端を撫でたに等しい感を覚える。相談研究においてはまだまだ多くの重要な問題が残され

たままである。とくに残念なのは相談の過程で入手する個人情報とその開示に関する問題

について言及できなかったことである。これについては，「Ⅳ 相談の機能・その1 情報

提供機能 ⑵細分化された情報提供の窓口と利便性の相剋」で簡単に言及したが，この問

題はとりわけ他機関と連携する際などに課題となるであろうから，考察を深める必要があ

る。紛争解決システムにおける相談の位置付けに関しては，論述が不十分であることが悔

やまれる。相談員の養成・研修の問題についても触れていない。これらの問題については

後日の研鑽を期することとし，ひとまず稿を終える。 

注 

（1） 正義へのアクセス（Access to Justice）とは，形式的な保障をこえて，権利を実効的なものに

する実質的かつ現実的な手段を用意しようとする，独自の視点を象徴的に示すことばである。

Mauro Cappelletti & Bryant Garth（小島武司訳）「権利実行化の新しい波」Mauro Cappelletti

編・小島武司・谷口安平編訳『裁判・紛争処理の比較研究（上）』3頁（中央大学出版部，1982） 

（2） ADRはAlternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので，「裁判外紛争解決」，「裁判

外紛争処理」，「代替的紛争処理」などの訳語があてられる。日本の民事上の手続のうち何が

ADRとされるかについての解説的な説明は，小林徹『司法制度改革概説7 裁判外紛争解決促進法』

資料10（221頁）（商事法務，2005）を参照。ADRが発展した米国で，訴訟代替システムとして

どのように構想されたかについては小島武司編著『調停と法――代替的紛争解決（ADR）の可能

性』79頁（中央大学出版部，1989），ADRが普及するニューヨークにおける調停（Mediation）

の実際についてはレビン久子『ブルックリンの調停者』（日本貿易振興会，1995）に記述され

ている。なお小島武司・伊藤眞編『裁判外紛争処理法』（有斐閣，1998）は日本のADRについて

の初めての概説書であり，大川博・田中圭子・本山信二郎編『ADR活用ハンドブック――相談・

紛争解決機関ガイド』（三省堂，2002）は具体的なADR機関の案内書である。 

（3） 小林・前掲注（2）解決促進法3頁 

（4） マウロ・カペレッティ「はしがき」Mauro Cappelletti編・小島武司・谷口安平編訳『正 
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義へのアクセスと福祉国家』ii頁（中央大学出版部，1987）など参照。 

（5） 筆者は現在（2009年）まで15年にわたり以下の機関等で電話相談や面接相談業務（リーガルクリ

ニックでは法律相談の受付）に従事してきた。神奈川大学法科大学院「リーガルクリニック」，

「みずら相談室」（特定非営利活動法人かながわ女のスペースみずらが設置），「ソレイユさ

がみ女性相談室」（相模原市男女共同参画推進センターが設置），「セクシュアル・ハラスメ

ント・ホットライン」（日本郵政公社関東支社及び南関東支社（当時）が郵政職員を対象に設

置）。 

（6） 吉田勇編『法化社会と紛争解決』2頁（成文堂，2006） 

（7） 大川・田中・本山・前掲注（2）ハンドブック7頁 

（8） 萩原金美「調停（裁判所アネックスADR）と司法改革」『月刊司法改革』7号30頁（2000） 

（9） 石川明「ADRの発展と法的規制のあり方」前掲注（8）21頁 

（10）たとえばADRのうち，とりわけ行政上の権限をもつ紛争処理機関について「その権限ないし事実

上の力を濫用して紛争処理に圧力を加えることが考えられ，法的保障という見地からは問題を

残すといわなければならない。」萩原金美「調停理論の再検討」新堂幸司・小島武司・萩原金

美編『講座民事訴訟①民事紛争と訴訟』286頁（弘文堂，1984） 

（11）中村芳彦「ADR法立法論議と自律的紛争処理志向」早川吉尚・山田文・濱野亮編『ADRの基本的視

座』233頁（不磨書房，2004） 

（12）「法の支配」はこの場合「法的正義が社会の隅々まであまねくいきわたる」のような意味で使わ

れる。小島武司『裁判外紛争処理と法の支配』1頁（有斐閣，2000） 

（13）濱野亮「日本型紛争管理システムとADR論議」早川・山田・濱野・前掲注（11）41頁 

（14）垣内秀介「国によるADRの促進」前掲注（11）84頁 

（15） マウロ・カペレッティ／ブリアント・ガース「正義へのアクセスに関する理論的把握の変化」

Mauro Cappelletti & Bryant Garth（小島武司訳）『正義へのアクセス』3頁（有斐閣，1981） 

（16） 意見書はその「8．裁判外の紛争解決手段（ADR）の拡充・活性化」について⑴ADRの拡充・活性

化の意義，⑵ADRに関する関係機関等の連携強化，⑶ADRに関する共通的な制度基盤の整備，の

三つに分けて述べるが，なかでも⑵では「訴訟，ADRを含む紛争解決に関する総合的な相談窓口

を充実させる」ことを提言している。『月刊司法改革』22号58頁（2001） 

（17） 『広辞苑〔第六版〕』1628頁（岩波書店，2008） 

（18） 弁護士会が，過去に法律問題で困ったことのある人がその法律問題を誰に相談したかについて

調査した。それによると最も多かったのは「親戚・知人・友人」で，全体の 24.6％を占めた。

『弁護士に対する市民の要望――その調査と分析――』37頁（第 
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一東京弁護士会司法研究基金運営委員会，1978） 

（19） たとえば自殺の要因について，日本の自殺実態に関するはじめての大規模調査を基にまとめら

れた「自殺実態白書2008」によれば，自殺の要因はほとんどの場合単独ではなく，96％の人に

互いに連鎖する複数の要因がある。平均すると一人で，うつ病，親子間・夫婦間などの家庭の

不和，多重債務や住宅ローンなどの負債，身体疾患等四つの要因を抱えていた。同白書はこれ

ら4要因に，生活苦（＋将来への不安），職場の人間関係（＋職場のいじめ），職場環境の変化

（配置転換・昇進・降格・転職），失業，事業不振，過労の6要因を加えたものを「自殺の10大

危機要因」としている。自殺実態解析プロジェクトチーム編集『自殺実態白書2008【第二版】』

17頁（NPO法人自殺対策支援センターライフリンク，2008） 

（20） 臨床心理士の使う「カウンセリング」は「相談」という意味である。倉光修・桑原知子編『カ

ウンセリング・ガイドブック』3頁（岩波書店，2007） 

（21） 専門処理機関への相談としては，各地の消費生活総合センターが身近で利用頻度が高い。扱う

案件が具体的で限定的であることにも起因し，情報提供にも苦情・相談にも対応する機能を持

ち，相談から和解あっせんまでをトータルに行う。年間のアクセス件数，処理件数，対応の幅

の広さ等を総合的に見て，交通事故紛争処理センターと双璧をなす。 

（22） 前掲注（17）794頁 

（23） 事業主に対して男女雇用機会均等法は15条で，労働者からの苦情に対処するため苦情処理機関

を設ける等の自主的な解決努力を求める。 

（24） 社会福祉法85条に基づく運営適正化委員会等。 

（25） 独立行政法人国民生活センターが行う苦情の処理のあっせん（消費者基本法25条） 

（26） 消費者基本法の理念に基づき地方公共団体が付置する消費生活センター等が行う苦情の処理の

あっせん（消費者基本法19条1項） 

（27） 消費者基本法5条1項4号 

（28） 日本の労使関係における苦情処理手続は，アメリカにおいて一般化したgrievance procedure

を日本に取り入れたもので，第二次世界大戦後に労働者の不平不満を日常的にくみあげ労働争

議の頻発を回避することを目的とした。 

（29） たとえば社会福祉法82条では「利用者等からの苦情の適切な解決」と表現される。 

（30） 国民生活センター編・消費生活年報でいう「相談件数」はあっせん等を必要とする「苦情」と，

単なる「問い合わせ」，それに行政や企業などに改善策を求めたりする「要望」を合わせた数で，

そのうち相続問題や近隣騒音などセンターとしては受付けるが他の相談窓口を紹介することで

終了とする案件が4％ある。島野康「消費者センター，PLセンターによるADR」小島・伊藤・前

掲注（2）紛争処理法129頁    
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（31） 「相談員」の呼称について，カウンセラー，セラピスト等のいわゆる心理職についても，教育

相談などの公的機関はこれを相談員と呼ぶことが一般的である。信田さよ子『カウンセリング

で何ができるか』22頁（大月書店，2007） 

（32） 前掲注（16）44～91頁を参照。 

（33） 他の8項目は民事裁判の充実・迅速化，専門的知見を要する事件への対応強化，知的財産権関係

事件への総合的な対応強化，労働関係事件への総合的な対応強化，家庭裁判所・簡易裁判所の

機能の充実，民事執行制度の強化――権利実現の実効性確保――，裁判所へのアクセスの拡充，

司法の行政に対するチェック機能の強化である。前掲注（16）44頁 

（34） ADR法またはADR促進法といわれる。 

（35） 法テラスの主要業務は①法制度や相談機関を紹介する情報提供業務 ②民事法律扶助業務 ③国

選弁護関連業務 ④司法過疎対策業務 及び⑤犯罪被害者支援業務である。総合法律支援法30条1

項1号～5号 

（36） 法テラスは，本部所在地である東京のほか全国50箇所の地方裁判所所在地及び弁護士の少ない

司法過疎地域に設置された地方事務所で業務を行う。 

（37） 法テラスコールセンターは全国で1箇所，東京都中野区内に設置されており，電話0570－078374

（「お悩みなし」の語呂あわせ）にアクセスする。 

（38） 古口章『司法制度改革概説5 総合法律支援法／法曹養成関連法』58頁（商事法務，2005） 

（39） 業務開始の2006年10月2日は4時間で1066件の電話が殺到し回線がすべてふさがった。また，「寄

せられる相談件数が予想以上に多い」ことが，日本司法支援センター業務開始記念パーティで

報告された。遠藤光男元最高裁判事「司法制度改革・5つの不安と5つの期待」『法の支配』145

号13頁（2007） 

（40） コールセンターの受電件数は，開設した2006年10月は3万5304件だったが11月は2万3403件，12

月は1万7182件。『法テラス』夏号24頁（日本司法支援センター，2007） 

（41） 「ADR促進法は認証制度を主眼とする」和田仁孝『ADR――理論と実践』24頁（有斐閣，2007） 

（42） 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律1条 

（43） 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律25条，26条 

（44） 法務省は当初，2007年度中に100件程度の申請を見込んだ。（日本経済新聞2007年5月24日夕刊

22面「裁判以外の紛争解決ADR」） 

（45） 日本スポーツ仲裁機構が行った仲裁判断は，発足した2003年度こそ3件であったが，2004年

度2件，2005年度・2006年度はいずれも1件のみ。日本スポーツ仲裁機構ホー 
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ムページ「仲裁判断集」 

（46） 「裁判を利用して負けたのであれば，経営陣・株主にも納得してもらえるが，ADRのような訳の

分からないものを使って負けたときには，担当者個人の責任問題になりかねない」山本和彦「ADR

の規格化・標準化の試みについて」小島武司編『日本法制の改革：立法と実務の最前線』244頁

（中央大学出版部，2007） 

（47） 神奈川大学法学研究所座談会において萩原名誉教授は「私は，法務省による民間ADR機関の認証

制度などというものは，ADRの命を殺すものだと思っている」と発言している。「萩原金美先生

を囲む座談会――法化社会の実現をめざして――」『神奈川大学法学研究所研究年報26』58頁

（2008） 

（48） 山本幸助「尾根歩き」『JCAジャーナル』55巻2号1頁（日本商事仲裁協会，2008） 

（49） 中村・前掲注（11）235頁 

（50） 「そんがいほけん相談室」は「損害保険調停委員会」へ，「銀行とりひき相談所」は「あっせ

ん委員会」へ各々接続している。 

（51） 小島・前掲注（2）調停と法23頁 

（52） 濱野・前掲注（13）46頁 

（53） 萩原金美「訴訟外の紛争解決制度について」『ジュリスト増刊民事訴訟法の争点』23頁（有斐

閣，1979） 

（54） 中村芳彦弁護士は，弁護士会仲裁センター等いくつかのADR機関に関与した経験から「日本にお

いてADRがあまり利用されておらず，紛争解決手続として未だ十分に機能していない原因の一つ

には，むしろ相談過程とADRの連鎖の機能不全があるのではないか」との視点に立つ。中村芳彦

「ADRと相談過程の連鎖」『JCAジャーナル』50巻10号46頁（2003） 

（55） 生活世界と近代の学的世界との関係について，学的世界では「主観・客観に基づく『客観的真

理』という理念があらゆる認識にとって規範となり」「こうした客観的・理念的世界が普遍的

世界であり，そこでこそ真実が解明されるという期待が生まれ，私たちが営む日常の＜生活世

界＞は相対的で曖昧な世界として学問の対象とはならないと考えられるようになった」阿部謹

也『学問と「世間」』79頁（岩波書店，2001） 

（56） 自治体で働く消費生活相談員の大半は非常勤職員で「5年間勤務するとそれ以降の契約更新を行

わない『雇い止め』を行っている自治体も目立つ」東京新聞2008年2月14日朝刊11面「地方の消

費者行政弱体化」 

（57） 明治学院大学の圓山茂夫准教授は，全国約550ヶ所の消費生活センター等で働く消費生活相談員

につき，実質時給500円台もある低い給与水準，社会保険のない嘱託採用及び任用更新回数の制

限等から「官製のワーキングプア（働く貧困層）」であるとシンポジウムで報告した。朝日新

聞2008年4月18日朝刊33面「消費生活相談員は官製    
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貧困層」 

（58） 「現在のADR機関（一般に委員会構成）はほとんどすべてパートタイムの委員と2～3年程度の期

間しか執務しない事務局職員で運営されている。」萩原・前掲注（8）31頁 

（59） 企業の社員アンケートでは「お客様相談室」が常に行きたくない職場のトップだという。関根

眞一『となりのクレーマー  「苦情を言う人」との交渉術』154頁（中央公論新社，2007），

また「児童のあらゆる相談に対応する」児童相談所の児童福祉司について，児童相談所OBで身

体障害者更生施設・駒生園の仲田征夫園長は「心身ともに疲れ切った行政職の福祉司は異動を

強く望み，ほぼ3年で他の部署に移っていく。」朝日新聞2004年11月11日朝刊12面「私の視点」 

（60） たとえば伊藤眞『民事訴訟法』（有斐閣，1998）の第1章は，「1紛争解決の必要性」から始ま

る。 

（61） 林屋礼二・河野正憲編『現代青林講義 民事訴訟法』23頁（青林書院，1999） 

（62） 小島武司「紛争処理制度の全体構造」新堂・小島・萩原・前掲注（10）355頁 

（63） 筆者が相談員として見聞覚知したところでは，たとえば医療機関で働く医師や看護師は，怪我・

火傷・骨折等で受診あるいは入院治療に至った患者で，それらの身体的不具合を引き起こした

原因が児童虐待，ドメステイック・バイオレンスや家族間暴力（ファミリー・バイオレンス）

であったことが判明した症例を経験している。 

（64） 心の不具合に関連して「心理的問題の多くが，個人の問題であると同時に人間関係の問題でも

ある」倉光・桑原・前掲注（20）vi頁 

（65） 吉田勇「紛争解決システムの競合と連携」吉田・前掲注（6）34頁 

（66） 電話のみで相談を受けるものとして日本いのちの電話連盟が全国各地で展開する「いのちの電

話」など。 

（67） 厚生労働省の委託事業として2008年度に開設されたインターネットによるメール相談「キャリ

メール」は，日本キャリア開発協会が受託する無料キャリア相談で，寄せられる相談メールは

月に800～900件に達する。メール相談の利用について東洋大学の中村功教授は，時間を問わな

い利用の手軽さに加え，表情など自分を特定する手がかりが少ないなど匿名性がより高く，本

音を吐露しやすいと指摘する。（日本経済新聞2008年9月9日夕刊11面「なぜかメール相談」） 

（68） 生活保護法27条の2条に基づき行われる相談及び助言はこれにあたる。 

（69） 「一般市民が，行政機関，または，公務員の行為について苦情，意見または要望，問い合わせ

を行ない，これらに対して行政機関が行政相談担当者を置き，あっせんや取次等を行うものを

行政相談」と呼ぶ。綿貫芳源「我が国における行政相談制度の法的基礎とその特色」『ジュリ

スト』624号20頁（1976） 

（70） 行政型ADRと呼ばれる。主として委員会方式で運営される労働委員会，建設工事紛           
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争審査会，公害紛争調整委員会，著作権紛争解決あっせん委員会等のほか，国民生活センター消

費生活センター，人権相談所等が含まれる。大川・田中・本山・前掲注（2）ハンドブック7頁 

（71） いわゆる民間型ADRだが，特定の業界団体がその業務に関係する苦情・紛争を対象に扱う業界型

と，特定の業界から独立した機関が運営する独立型がある。前者には家電製品や医薬品等のPL

センター，銀行とりひき相談所，そんがいほけん相談室等が，後者には交通事故紛争処理セン

ター，日弁連交通事故相談センター等が含まれる。大川・田中・本山・前掲注（2）ハンドブッ

ク7頁 

（72） たとえば家庭裁判所の家事相談はこれにあたる。 

（73） 相談と紛争解決手続との関係を示すこの図は神奈川大学法学部東郷佳朗准教授の示唆によるも

ので，それをそのまま用いさせていただいた。特記して謝意を表する。 

（74） 小島・前掲注（62）360頁 

（75） 萩原・前掲注（53）24頁 

（76） 井上治典「紛争と救済手続き」井上治典・三井誠『法と手続き』54頁（放送大学教育振興会，

1992） 

（77） 相談のなかには，閑暇を埋めるため，あるいは電話を媒体として他と会話すること自体を目的

とするためではないかと思われるものがある。 

（78） 「紛争とは，⑴具体的かつ特定的な行為主体の間における，⑵生活上の真剣な利害の対立に基

づくあらそいであって，⑶相手方の行為自体に対する働きかけを伴う直接的なあらそいであり，

要求とその拒絶という伝達を伴うあらそいである」六本佳平「紛争とその解決」『岩波講座基

本法学8――紛争』6頁（岩波書店，1983） 

（79） 井上・前掲注（76）38頁 

（80） あらそいが紛争と呼ばれうるためには⑴当事者，⑵動機，⑶行為の様態に関する一定の条件が

充たされることが必要とされる。六本・前掲注（78）5頁 

（81） 井上・前掲注（76）41頁 

（82） 山田文「ADRのルール化の意義とその変容――アメリカの消費者紛争ADRを例として」早川・山

田・濱野・前掲注（11）22頁 

（83） 米国の訴訟付属型ADR（court－annexed ADR）は「裁判所に訴訟事件として係属した事件が法律

の規定または裁判所の命令によって裁判所の監督下にあるADR手続に回付されるもので」「ADR

が訴訟手続のスタンダードな流れの一部を構成している。」三木浩一「アメリカ合衆国連邦地

裁における訴訟付属型ADR」石川明・三上威彦編『比較 裁判外紛争解決制度』74頁（慶應義塾

大学出版会，1997） 

（84） 日本で裁判所付属型ADR（court－annexed ADR）といえば簡易裁判所における民事調停及び 

家庭裁判所における家事調停を指すが，これらは訴訟とは独立して申し立てる  
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ことができる点で米国の訴訟付属型ADRとは異なる。 

（85） 竹下守夫＝谷口安平編『民事訴訟法を学ぶ〔第2版〕』の，谷口安平執筆「1民事訴訟の目的」

では民事訴訟以外の紛争解決機能を「調停的なもの，裁判的なもの，および相談的なもの」に

三分している。（5頁）（有斐閣，1981） 

（86） 「我国におけるADR利用の実情は，手続的に厳格なものほど利用されない傾向にある。相談・あ

っせんなどがもっとも利用されており，調停の利用がこれに続き，」萩澤達彦「裁判外紛争処

理の現状と将来」『ジュリスト増刊民事訴訟法の争点〔第3版〕』38頁（1998） 

（87） 「新しい紛争処理方式である相談（苦情処理）が大きな活躍を示すようになった」萩原・前掲

注（53）21頁 

（88）「紛争解決を図ることに関連する手続のうち，第三者の関与が一方当事者のみとの関係にとどま

るものであったり，当事者間での主張の取次ぎにとどまるものであったりする場合には，紛争

解決手続そのものとはいい難い。しかし，このような手続も，ADRを幅広く支えるものとして重

要な役割を果たしていると考えられる。そこで，これらを相談手続と位置付け，必要に応じて，

ADRに関する基本的な法制を整備する際に，適用対象とする」司法制度改革推進本部事務局「総

合的なADRの制度基盤の整備について――ADR検討会におけるこれまでの検討状況等」7頁（首相

官邸ホームページ平成15年7月29日） 

（89）「相談は当事者自らは紛争処理のためにほとんどなんの努力も要せず，紛争処理機関に一任すれ

ば足りるという紛争処理方式である」萩原・前掲注（53）21頁 

（90）「一般に定義は綿密であればあるほど議論の〔思考の〕整理に役立つのではなく，議論の性質に

応じて適度な綿密さを備えているときに，その議論のために役立つのである。」内田義彦『生

きること 学ぶこと』17頁（藤原書店，2000） 

（91） 労働相談，労災職業病相談，消費生活相談，教育相談，法律相談，人権相談，健康相談，心の

なやみ相談，セクシュアル・ハラスメント相談，DV相談など。 

（92） 男性のための相談，女性のための相談，子どものための相談，学生相談，外国籍市民相談など。 

（93） 県民相談，市民相談，区民相談など。 

（94） 濱野・前掲注（13）45頁 

（95）  消費者行政部門の相談窓口は，事業者・消費者間の格差を考慮し一方当事者を支援すること

が許容されている（消費者基本法1条）。 

（96） 「したがって『離婚した方がよいかどうか』とか『慰謝料は幾らくらいになるか』といった 

内容にわたる相談には応じられません」横浜家庭裁判所発行案内パンフレット資料編26頁「家事 

相談について」 
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（97） 総合法律支援法第30条1項1号 

（98） オペレーターは消費生活アドバイザー，裁判所調停委員，裁判所事務官OBなどで構成されてい

る。 

（99） 『法テラス』冬号4頁（2008） 

（100）法テラスの場合，市民だけでなく各報道機関も法テラスの機能を「相談」と紹介した。（日本

経済新聞2006年4月9日朝刊39面「無料法律相談『法テラス』あす発足」），（朝日新聞2006年

12月27日夕刊3面「法テラス電話相談件数先細り」）など。 

（101）有地享「家事紛争とその法的処理」新堂・小島・萩原・前掲注（10）226頁 

（102）回避についてボールディングは次のようにいう。「紛争を終結させる第一の方式は，その本質

からみて，ごく目立たないものであるが，最も一般的な方式である。…つまり紛争中の各当事

者がたんにお互いに離れ，まったく接触しないことによって，紛争が終わってしまう点までお

互いの距離を大きくすることである。」Kenneth E. Boulding（内田忠夫・衛藤瀋吉訳）『紛争

の一般理論』378頁（ダイヤモンド社，1971） 

（103）後述Ⅷ⑵紛争の自己管理を参照。 

（104）自殺も優先順位の取り違えといえる。春日武彦『援助者必携 はじめての精神科』42頁（医学書

院，2004） 

（105）司法書士法の改正により簡易裁判所の代理権は，研修を受け法務大臣の認定を受けた司法書士

も持つようになった（司法書士法3条）。日常的かつ普遍的な紛争では，訴訟の目的の価額が簡

易裁判所の裁判権の範囲内（140万円まで。裁判所法33条）であることも多い。 

（106）法律相談の概念にはこれとは別に，行政機関の担当部局が行政サービスの一環として行う一般

的な法律情報の提供をも含む考え方がある。濱野・前掲注（13）44頁 

（107）萩原金美『裁判法の考え方』256頁（信山社，1994） 

（108）「無料法律相談が，依頼者が真に求める良質な法的サービスの提供を保障しえないのは自明の

理であるのみならず，それは紛争の処理・予防・選別という三機能を麻痺させてしまう危険を

内蔵している。」萩原・前掲注（107）256頁 

（109）法的トラブルにあったが経済的に困窮している場合に，法テラスの法律相談援助を利用して無

料法律相談を受けることができる。（総合法律支援法30条1項2号） 

（110）「日本の弁護士にとって最大の課題は，いかに市民との距離を埋めるかということである。実

際，『弁護士はなじみにくい』，『敷居が高い』といった批判は，ほとんど決り文句のように

して市民の口から吐かれるし，現実にも，事件がこじれてしまってからでなければ弁護士のと

ころに相談にこない依頼者が圧倒的である。」棚瀬孝雄『現代社会と弁護士』217頁（日本評論

社，1987） 

（111）吉田・前掲注（65）24頁 
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（112）弁護士である鈴木繁次元教授の，神奈川大学法学会座談会における発言。「座談会：法科大学

院の現在――理論と実務の架橋をめぐって」『神奈川法学』40巻1号67頁（2007） 

（113）平均的な有料法律相談は横浜弁護士会総合法律相談センターにみられるように45分間で7500円

＋消費税。 

（114）小島・前掲注（62）356頁 

（115）石川・前掲注（9）22頁 

（116）信田さよ子『愛しすぎる家族が壊れるとき』159頁（岩波書店，2003） 

（117）大平健『やさしさの精神病理』187頁（岩波書店，1995） 

（118）Hitting bottom しばしば嗜癖や依存症の問題に関連して使われる用語。 

（119）伊藤・前掲注（60）2頁 

（120）萩原金美『裁判とは何か――市民のための裁判法講話』5頁（御茶ノ水書房，2003） 

（121）日本の伝統的な社会集団の内部には「争いは起こすべきでないしまた起こらないものだという

強い期待が存在して」いる。川島武宜「現代日本における紛争解決」『川島武宜著作集第三巻

法社会学3』54頁（岩波書店，1982） 

（122）千葉正士「紛争および紛争処理研究上の問題点――理論的研究の準備のために――」『都立大

法学』8巻2号304頁（1968） 

（123）ADRには「ADRは紛争を誘発する」との命題があるとのことである。これについては「ADRによる

紛争の掘り起こし的機能である」として，むしろ評価する見解がある。石川・前掲注（9）22頁 

（124）私人が司法手続によらず自己の権利を実現するものに自力救済があるが，自力救済は単に一方

当事者の権利主張があるにすぎない点で，交渉と異なる。「近代法は，自力救済に対して必ず

しも肯定的ではない」伊藤・前掲注（60）2頁 

（125）川島・前掲注（121）51頁 

（126）「当事者による法的ディスコースの可能性はインフォーマルな手続と『合意』に向けた説得に

吸収されてしまう傾向が強い。」濱野・前掲注（13）48頁 

（127）樫村志郎「相対交渉」小島・伊藤・前掲注（2）紛争処理法58頁 

（128）「現在，全国で93大学に法学部が置かれ，1学年約45,000名が学んでいる。」萩原金美『法の支

配と司法制度改革』8頁（商事法務，2002） 

（129）「近年，次第に多くの大学で相対交渉の講義や研究が行われるようになっており，また相対交

渉を主題とする出版物も増えてきている。」樫村・前掲注（127）50頁 

（130）入江秀晃「自主交渉援助型調停と評価型調停」『JCAジャーナル』53巻12号30頁（2006） 

（131）内山勝利『対話という思想――プラトンの方法叙説』70頁（岩波書店，2004） 

（132）樫村・前掲注（127）54頁 
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（133）単位弁護士会が運営する弁護士会仲裁センター・紛争解決センター等のADR機関については，地

域的偏在とセンターの名称や手続形態が弁護士会ごとに異なる点などもあり，相談機関として

は現状を法律相談の延長線上にあるADRと捉える。 

（134）Mauro Cappelletti & Bryant Garth（小島武司訳）「権利実行化の新しい波」Mauro Cappelletti

編・小島武司・谷口安平編訳『裁判・紛争処理の比較研究（上）』3頁（中央大学出版部，1982） 

（135）交渉支援機能の力量不足が懸念されるものとして，たとえば厚生労働省が母子家庭等自立支援

の一環として2007年10月に設置した養育費相談支援センターがある。離婚した夫から子どもの

養育費を取れない事態を減らそうと開設され，相談件数は2008年8月末現在で約2700件にのぼる。

しかし相談媒体が電話と電子メールに限られ，来所相談を受け付けないこと，法的対応がとり

わけ必要な案件が多いにもかかわらず相談員に弁護士がいないことなどから実効性が乏しく機

能的な限界が指摘されている。日本経済新聞2008年10月9日夕刊17面「国の支援センター1周年

／養育費不払い解決遠く」 

（136）波及効は，たとえば薬害訴訟の原告勝訴判決が与える社会的効果のように，判決が「訴訟外で

の第三者の地位や行動などに事実上影響を与え，波及的な拡大効果を及ぼす作用を意味する。」

吉村徳重・竹下守夫・谷口安平編『講義民事訴訟法』352頁（青林書院，2001） 

（137）男女雇用機会均等法（1997年改正）整備以前の職場におけるセクシュアル・ハラスメント，ス

トーカー行為等の規制等に関する法律（2000年成立）整備以前のストーキング行為，配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（2001年成立）整備以前のドメステイック・バ

イオレンス，健康増進法（2002年成立）整備以前の受動喫煙等がこれにあたる。 

（138）“When a right is violated, access to justice is of fundamental importance for the injured 

individual and it is an essential component of the system of protection and enforcement 

of human rights.” Francesco Francioni “The Rights of Access to Justice under Customary 

International Law” (Francesco Francioni, Access to Justice as a Human Right, Oxford 

University Press, 2007, p.1) 

（139）民事訴訟法54条 

（140）第二東京弁護士会仲裁センターなど，全国で25弁護士会に設置されている（2008年6月現在）。 

（141）たとえば日本人配偶者との離婚などの家族紛争に関する相談，在留資格に関する相談，婚姻届

や子の出生届など諸手続にかかわる相談等がこれにあたる。 

（142）司法書士法3条1項 
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（143）瀬木比呂志『民事訴訟実務と制度の焦点――実務家，研究者，法科大学院生と市民のために』

546頁（判例タイムズ社，2006） 

（144）法律相談料は弁護士の場合の約半額である。司法書士の平均的な有料法律相談は神奈川県司法

書士会総合相談センターにみられるように1時間5000円＋消費税。 

（145）司法書士への法律相談は，平易な言葉を使ったわかりやすい説明，相談者がためらわず質問で

きる親しみやすい対応，事務所が比較的近隣にありアクセスが容易なことなどが相談者に評価

されている。 

（146）我妻学『イギリスにおける民事司法の新たな展開』346頁（東京都立大学出版会，2003） 

（147）臨床心理士でもある八巻秀駒沢大学教授によれば，これは最先端の家族療法の考え方でもある

という。八巻秀「子ども・家族の面接方法について～家族療法的ものの見方から考える～」『ケ

ース研究』296号79頁（2008） 

（148）萩原名誉教授はこれを「紛争としては死産に終わるもの」ととらえ，これについて「心理的不

平・不満の外部的表明だけで容易に解消されてしまう場合すらかなりあるのではあるまいか」

と述べる。萩原・前掲注（53）23頁 

（149）相手の話に耳を傾け，しっかりと聴くことをいうカウンセリング用語。問題が取るに足らない

ものに感じられたとしても，「受け流すのではなく，その話の背後にある意味を推測しながら，

聴いていく」澤田瑞也「傾聴と共感」播磨俊子・佐藤眞子・澤田瑞也編『カウンセリングを学

ぶ人のために』64頁（世界思想社，2003） 

（150）カウンセリング用語。共感的理解ともいう。「あたかも自分がその人であるかのように体験す

ることであるが，あくまで『あたかも』という性質を失わないものである。」倉光・桑原・前

掲注（20）251頁 

（151）ボールディングは，回避には三つの形態があり最も極端な形態は征服であるとする。Kenneth E. 

Boulding・前掲注（102）379頁 

（152）たとえば紛争は解決されるべきものだと信じこむ「紛争解決至上主義」への批判。千葉正士『法

と紛争』41頁（三省堂，1980） 

（153）「『紛争処理』のほうが使用頻度は高くなっているかもしれない。」吉田・前掲注（65）26頁 

（154）民事訴訟では刑事訴訟とは異なり一事不再理の効果を考える余地はないとされるが，確定され

た権利関係について紛争が蒸し返されることを禁じるという目的に照らせば，既判力の作用を

一事不再理の理念の現われと説明することも可能である。『法律学小辞典〔第4版〕』22頁（有

斐閣，2004） 

（155）千葉正士教授は，紛争の解決という概念は正確でないとして，実態を知るならば紛争の処理 

management，緩和mitigation，軽減reduction，調整accommodation等の概念が 
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より適当である，とする。千葉・前掲注（122）307頁 

（156）モートン・ドイッチは「紛争管理への示唆」として，紛争の建設的解決を促進するためには知

識とスキルの両方が重要であり，紛争に対する既存概念と行動様式の多くは，属する文化圏で

広く認められている常識や価値観を反映しているとした上で「紛争解決能力が育つ前に，自分

の紛争に対する既存の志向性と典型的な行動様式を認識することが必要である。」という。モ

ートン・ドイッチ，ピーター・T・コールマン編（レビン小林久子訳・編）『紛争管理論：新た

な視点と方向性』18頁（日本加除出版，2003） 

（157）問題の核心が過去にあるのではなく，むしろ将来に見いだされるような紛争（リスク社会型紛

争）では，「当事者が紛争を受容し共存できるように紛争をマネージしていく」コンフリクト・

マネジメントの視点が重要になるとする。福井康太「リスク社会の紛争と法――紛争解決の構

造転換をめぐって――」『阪大法学』54巻6号60～64頁（2005） 

（158）ボールディングがいう紛争管理は，政治による紛争の社会的管理であり，本稿でいう個別紛争

の当事者管理とは異なる。Kenneth E. Boulding・前掲注（102）375頁以下を参照。 
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