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本章のポイント

1. 民事訴訟は、当事者の一方が相手方に対し

て訴えを提起し、公的機関である裁判所に

紛争解決についての審理・判断を求め、裁

判所の判断に基づいて当事者間の紛争を強

制的に解決するための制度である。

2. 私人間の権利義務または法律関係の存否を

めぐる争いは、裁判（判決）以外の方法でも

解決することができる。そのような方法は、

裁判外紛争解決（ADR）と呼ばれ、これには

和解、調停、仲裁などがある。

3. 民事訴訟は、当事者間の権利義務などの観

念的確定を目的とするものであるが、確定

された権利などを強制的に実現するための

手続が強制執行であり、権利などの実現を

保全するための手続が民事保全である。



1 民事紛争とその解決手段

A 民事訴訟

われわれが社会の一員として生活していくためには、他の人々との関わ

りを避けることはできず、さまざまな紛争が生じる可能性がある。例えば、

金銭や家屋などの貸し借りをめぐる争い、土地の所有をめぐる争い、騒音・

日照や交通事故の損害賠償をめぐる争い、勤め先での雇用に関する争い、

さらには家庭内での離婚や相続をめぐる争いなど、われわれが社会生活を

営むうえで生じる争いはさまざまである。

社会においてこのような紛争が発生したとしても、争っている当事者が

十分に話し合い、お互いに納得して自主的に争いを解決することができれ

ば、訴訟やその他の紛争解決手段（本章 1 節 B参照）を用いる必要はない。

しかし、さまざまな手段を試みても、当事者間の利害が対立する場合には、

最終的に訴訟を行い、紛争の解決を公的機関である裁判所の判断に委ねる

以外に方法がない。近代国家においては、当事者が力づくによって争いを

解決する自力救済を禁止する代わりに、裁判所が法に基づいて当事者間の

紛争を強制的に解決する制度が設けられている。民事訴訟は、当事者の一

方（原告）が相手方（被告）に訴えを提起し、裁判所に紛争解決についての審

理・判断を求め、裁判所の判断に基づいて当事者間の紛争を強制的に解決

するための制度である。

民事訴訟においては、当事者に弁論権（87 条）や上訴権（281 条・311 条）な

どさまざまな権利が保障されているから、民事訴訟は他の紛争解決制度と

比べ、最も手続保障の充実した公正な紛争処理手続であるといえるが、民

事訴訟法が定める厳格な手続に従って行われるため、一定の制度的制約が

伴う。民事訴訟において裁判所の審理・判断の対象となるのは、法律上の

争訟に限定される（裁 3 条 1 項）。法律上の争訟とは、当事者間の具体的な

権利義務または法律関係の存否をめぐる争いであって、法律の適用により

終局的に解決することが可能な紛争を意味する（最判昭和 29・2・11 民集 8-2-

419）。また、訴訟手続は、原則として公開の法廷で行われ、訴訟の審理は、

公開主義、口頭主義、直接主義、双方審尋主義が妥当する口頭弁論におい
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て両当事者の主張・立証活動を中心に進められる（第 4章 3節 D参照）。

B 裁判外紛争解決制度（ADR）

私人間の権利義務または法律関係の存否をめぐる争いは、裁判（判決）以

外の方法でも解決することができ、そのような方法を裁判外紛争解決また

は代替的紛争解決（Alternative Dispute Resolution : ADR）という。「裁判外」ま

たは「代替的」とは、判決によらない紛争解決という意味である。ADRに

裁判所において行われる裁判上の和解などを含めないという立場もあるが、

ここではそれらを含めた広義のADR（判決によらない紛争解決の全体）として

解説する。

ADRには、裁判所でなされる裁判上の和解、調停のほかに、行政機関お

よび民間団体による私法上の和解、調停、仲裁、相談、苦情処理、斡旋な

ども含まれる。平成 16（2004）年には、ADRの基本理念などについて定め

た「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（以下、ADR法という）

が制定されている（本章コラム参照）。

ADRを実施する機関は多種多様であるが、司法型・行政型・民間型の 3

つの紛争処理機関に分類することができる（図 1-1参照）。
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司法型紛争処理機関
簡易裁判所・地方裁判所・家庭裁判所
民事調停委員会・家事調停委員会

行政型紛争処理機関
労働委員会
公害等調整委員会
建設工事紛争審査会
国民生活センター
消費生活センター　　など

民間型紛争処理機関
交通事故紛争処理センター
日本商事仲裁協会
日本海運集会所
日本クレジットカウンセリング協会
消費生活用製品 PLセンター
各弁護士会の仲裁センター　　など

図 1-1 ADRの実施機関



［1］和解

紛争を解決するための最も基本的な方法は、当事者間の交渉、すなわち

和解による解決である。和解とは、紛争当事者が互いに譲り合って、その

間に存する争いをやめるという契約のことである（民 695条）。和解には、

裁判外で行われる「私法上の和解」（いわゆる示談）と「裁判上の和解」があ

り、裁判上の和解は、訴訟係属前に行われる「訴え提起前の和解」と、訴

訟係属後になされる「訴訟上の和解」に分けられる。

私法上の和解の場合には、当事者の一方が和解契約に違反したとしても、

その履行を強制する手段がないため、当事者間に和解契約に基づく履行を

めぐって再度争いが生じたときは、訴訟やその他の紛争解決手段を用いて

解決せざるを得ない。

（1）訴え提起前の和解

訴え提起前の和解は、即決和解とも呼ばれ、訴訟係属前に紛争当事者の

双方が簡易裁判所に出頭して行う和解のことである（275条）。簡易裁判所

が定めた和解期日において、紛争当事者間に和解が成立し、その内容が調

書に記載されれば、その記載には確定判決と同一の効力が認められる（267

条）。訴え提起前の和解は、訴訟によらずとも強制執行を可能にする債務

名義（民執 22 条）を簡易・迅速に取得するための一手段であり、当事者の一

方が和解内容に反して任意に履行しないときは、和解調書を債務名義とす

る強制執行により履行を強制することができる（民執 22 条 7号）。

（2）訴訟上の和解

訴訟上の和解とは、訴訟係属後に紛争当事者の双方が裁判官の面前で互

いに譲り合って和解をし、当事者間に係属する訴訟を終結させることであ

る。裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試みること

ができ（89 条）、紛争当事者間に和解が成立し、成立した和解内容が調書に

記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有する（267 条）。訴訟

上の和解も、訴訟係属前になされる訴え提起前の和解と同様に、強制執行

を可能にする債務名義を取得するための一手段であるといえる。わが国に

おいては、訴訟上の和解によって訴訟が終了する割合は大きく、訴訟上の

和解は判決と並ぶ重要な紛争解決方法の 1つである（第 5章 1節 B参照）。

4 第 1章 民事紛争の解決と民事訴訟



［2］調停

調停とは、紛争解決のために話し合いの場を設け、第三者の仲介により、

紛争当事者の双方が互いに譲り合って自主的に紛争を解決するための手続

である。調停には、一般の民事紛争について簡易裁判所または地方裁判所

において行われる民事調停（民調 2 条・3条）と家事事件について家庭裁判所

において行われる家事調停（家事 244 条）がある。

（1）民事調停

民事調停は、一般の民事紛争について、当事者の互譲により、条理にか

ない実情に即した紛争の解決を目的とするものであり（民調 1 条）、調停主

任裁判官 1名と民事調停委員 2名以上により構成される調停委員会によっ

て行われる（民調 5条・6条）。調停手続の進め方については、訴訟手続にお

けるような厳格な決まりはなく、調停委員会が調停期日において、当事者

双方から紛争に関する事情を聞き、当事者の主張、利害を調整して紛争解

決のための調停案を提示する。この調停案により当事者間に合意が成立す

れば、合意内容が調書に記載され、この調書に記載された合意内容には裁

判上の和解と同一の効力が認められる（民調 16条）。裁判上の和解は、確定

判決と同一の効力を有するから（267 条）、和解調書の場合と同様に、調停調

書を債務名義として強制執行を行うことができる（民執 22 条 7号）。

調停の成立は、当事者の自由意思に委ねられるから、当事者は調停委員

会が提示する調停案の受け入れを拒否することができる。裁判所は、調停

委員会の調停が成立する見込みがない場合で相当と認めるときは、職権で

事件の解決のために必要な決定をすることができ、この決定において、金

銭の支払い、物の引渡しなどの給付を命ずることができる（民調 17 条）。こ

れは、調停に代わる決定といわれるものである。当事者は、この裁判所の

決定に対して、その告知の日から 2週間以内に異議の申立てをすることが

でき、適法な異議の申立てがあれば、裁判所の決定はその効力を失う（民調

18 条 1 項 4 項）。しかし、裁判所の決定に対して異議の申立てがなければ、

この決定は裁判上の和解、すなわち確定判決と同一の効力を有する（民調

18 条 5項、267 条）。

なお、次に説明する家事調停の場合と異なり、民事調停においては調停

前置主義が採られていないが、借地借家の争いについては、地代・家賃の
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額の増減請求の訴えを提起する前に調停の申立てをしなければならない

（民調 24 条の 2）。

（2）家事調停

家事調停は、家庭に関する事件について、裁判官 1名と家事調停委員 2

名以上により構成される調停委員会によって行われる（家事 248 条 1 項）。家

事事件では、例えば離婚紛争などの家庭に関する事項を直ちに公開の法廷

で争わせることは望ましくないとの考えから、裁判所に訴えを提起する前

に調停を申し立てることが強制される調停前置主義が採られており、調停

の申立てをせずに訴えを提起した場合には、裁判所はその事件を家庭裁判

所の調停に付さなければならない（家事 257 条）。

家事調停手続において当事者間に合意が成立し、合意内容が調書に記載

されると、調停が成立したものとして、その記載は確定判決と同一の効力

を有する（家事 268 条 1 項）。

［3］仲裁

仲裁は、当事者により選定された 1人または 2人以上の仲裁人による紛

争解決のための判断に当事者が従うという合意（仲裁 2条 1項：仲裁合意）に

基づく紛争の解決方法であり、第三者である仲裁人の判断に紛争の解決を

委ねるという点で、訴訟に近い紛争解決手続であるということができる。

仲裁には、当事者が必要に応じて個別的に仲裁契約を締結し、紛争の解決

を仲裁人に委ねるその場限りの個別仲裁（ad hoc arbitration）と常設の仲裁機

関が仲裁規則に従って行う制度仲裁（institutional arbitration）があり、常設の

仲裁機関としては、例えば日本商事仲裁協会や日本海運集会所などがある。

その他、仲裁は国内仲裁と渉外的な要素をもつ国際仲裁に区別される。

紛争当事者の一方の申立てにより手続が開始される訴訟や調停などと異

なり、仲裁により紛争を解決するためには当事者の合意（仲裁契約）が必要

である。仲裁契約は、紛争が発生した後で締結するか、あるいは将来発生

する紛争に備えて、あらかじめ当事者間の契約書などの中に仲裁の合意を

規定しておくことができる。当事者間に有効な仲裁合意がある場合には、

当事者はこの合意に拘束され、この合意の対象となる民事上の紛争につい

て裁判所に訴えを提起することができない。当事者の一方が仲裁合意に反
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して裁判所に訴えを提起したとしても、被告とされた相手方が当事者間に

仲裁合意があるとの抗弁（仲裁合意の抗弁）を提出すれば、この訴えは不適法

なものとして却下されることになる（仲裁 14 条 1 項）。

1 人または 2 人以上の仲裁人により構成される仲裁廷（仲裁 2 条 2 項）が

従うべき手続準則は、当事者の合意により定められる（仲裁 26条 1項）。ま

た、仲裁廷が当事者間の争いにつき判断する基準も、当事者の合意によっ

て定められ、当事者双方の明示の求めがある場合には、仲裁廷は衡平と善

により判断するものとされている（仲裁 36条 1項 3項）。

当事者の自主的な紛争解決を基礎とする調停の場合には、当事者は調停

委員会が提示する調停案の受け入れを拒否することができるが、仲裁の場

合には、当事者は仲裁廷の判断内容に不満であったとしても、その判断に

取消事由（仲裁 44 条 1 項 1号〜8号）がない限り、それに従わなければならな

い。また、仲裁手続では特別の合意による場合を除き、民事訴訟手続にお

けるような上訴制度は存在しない（第 7章 1節参照）。仲裁廷が下した仲裁判

断には、確定判決と同一の効力が認められるが（仲裁 45条 1項）、和解調書

や調停調書の場合と異なり、それ自体に執行力はない。したがって、仲裁

判断に基づいて強制執行を行うためには、裁判所の執行を許す決定（執行決

定）を得なければならない（仲裁 46条 1項、民執 22 条 6 号の 2）。

コラム ADR法の制定と将来の検討課題

ADRは、裁判と比べ手続が多様で、手軽に利用することができ、簡易迅

速かつ安価な紛争の解決が可能であり、また実体法にとらわれずに具体的

事案に即した柔軟な紛争解決の方法をとることができ、さらに専門的・技

術的な知識を必要とするような紛争については、各専門領域のエキスパー

トが関与することにより、妥当な紛争解決を期待することができるなどの

メリットがあることから、裁判および当事者間の交渉と並ぶ民事紛争解決

のための一手段として重要な位置を占めている。

平成 16（2004）年には、ADRが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な紛争解

決のための選択肢となるように、立法によりその基盤を整備するため、「裁

判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（平成 16 年法律 151号。いわゆ
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るADR法）が制定され、平成 19（2007）年 4月 1 日に施行されている。この

法律は、特に民間型紛争処理機関の利用を促進するため、民間紛争解決事

業者の業務について、法務大臣による認証制度を設け、認証を受けた紛争

解決事業者（認証ADR機関）の手続については、時効中断、訴訟手続の中止

などの特例を定めるものである（裁判外紛争解決 5条・25条・26条）。ADR法

の立法過程において、認証ADR機関の手続で成立した和解に執行力を付

与すること、認証ADR機関の手続の利用も法律扶助の対象とすることな

どが審議されたが、これらは立法化されなかった。

平成 25（2013）年 2月、法務省に「ADR法に関する検討会」が設置され、

法改正事項として、認証ADR機関の手続で成立した和解への執行力の付

与、手続実施者の研修・訓練の義務化、受訴裁判所によるADR利用の勧

奨・情報提供権限ないし義務化などについて議論されたが、今次の立法化

は見送られ、これらは将来においてさらに検討すべき課題とされた。

●

もっと知りたい方へ

● シンポジウム「ADR法の改正課題」仲裁とADR 9号（2014）68 以下

● 山本和彦＝山田文『ADR仲裁法〔第 2版〕』（日本評論社、2015）

2 民事訴訟の諸領域

A 判決手続

狭義で民事訴訟という場合には、判決手続を指す。判決手続は、訴えの

提起から口頭弁論を経て終局判決に至るまでの手続であり、当事者間の権

利義務または法律関係の観念的確定を目的とするものである。

判決手続は、原告の訴え提起によって開始され、裁判所により指定され

た口頭弁論期日において訴訟の審理が実施される（87 条 1 項）。口頭弁論に

おいては、当事者による事実の主張および証拠の申出、裁判所による証拠

の取調べが行われ、裁判所は当事者が口頭弁論において主張した事実およ

び申し出た証拠のみを判決を下すための判断資料にすることができる。当
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事者間に争いのない事実または相手方が真実と認めた（自白した）事実につ

いては、裁判所は証拠調べをせずに真実として扱うことができるが、当事

者間に争いのある事実については、裁判所が当事者により申請された証拠

を取り調べることによって、その真偽について判断する（第 4章 2節 A参照）。

裁判所は、審理していた請求の当否につき最終的な判断ができる状態に

なれば、弁論を終結し（243 条）、判決言渡期日を指定したうえで、その期日

において判決（請求認容あるいは請求棄却の本案判決、または訴えを却下する訴訟判

決）を言い渡す（251 条・252 条）。この判決に対して不服のある当事者は、控

訴期間内に控訴を提起することができ（285条）、さらに控訴審判決に対し

て不服のある当事者は、上告期間内に上告を提起することができるが（313

条・285条）、法定の期間内に控訴または上告の提起がなければ判決は確定し

（116条参照）、判決手続は終了する。判決に対して不服申立ての方法がなく

なったことを判決の形式的確定といい、判決が形式的に確定すると、判決

の内容に既判力（第 5章 2節 D参照）という効力が与えられる（114 条・115条）。

確定判決は、強制執行の申立てをするのに必要な債務名義の代表的なもの

である（民執 22 条 1号）。

B 強制執行手続

判決手続において勝訴判決を獲得したとしても、敗訴した当事者が判決

の内容を任意に履行しなければ、勝訴した当事者の権利は実現されない。

近代国家においては、私人が民事上の権利を強制的に実現すること（自力救

済）は禁止されているため、敗訴当事者が任意に履行しない場合には、勝訴

当事者は国家に対して救済を求め、国家権力による強制手段を用いて権利

の実現を図ることが必要であり、公権力の行使により敗訴当事者の債務の

内容を強制的に実現するための手段が強制執行である。すなわち、判決手

続において確定された請求権を強制的に実現するための手続が強制執行で

あり、判決手続と強制執行手続との間には、極めて密接な関係がある。

強制執行には、金銭の支払いを目的とする請求権についての強制執行（金

銭執行）と金銭の支払いを目的としない請求権についての強制執行（非金銭

執行）の 2種類がある。例えば、被告に対して金 500万円の支払いを命じ

る確定判決に基づいて行われる強制執行が金銭執行であり、被告に対して
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建物の明け渡しを命じる確定判決に基づいて行われる強制執行が非金銭執

行である。いずれの場合にも、強制執行は給付を命ずる確定判決などの債

務名義（民執 22 条）に執行文の付された執行力のある債務名義の正本（執行

正本）に基づいて実施される（民執 25条）。

金銭執行は、国家の執行機関（執行裁判所または執行官）が債務者の財産を

差し押さえて、これを売却などにより換価し、それによって得た金銭を債

権者に渡して債権の満足を図るという方法で行われ、執行の対象となる債

務者の財産の種類により、不動産執行、船舶執行、動産執行、債権および

その他の財産権に対する執行に分類される。

非金銭執行は、物の引渡し・明渡しの強制執行、作為・不作為の強制執

行、意思表示の強制執行に分けられる。物の引渡し・明渡しの強制執行の

場合には、直接強制（民執 168 条・169 条）か間接強制（民執 173 条）の方法に

よる。作為・不作為の強制執行は、第三者が債務者に代わって債務を履行

することができる代替的な場合には、代替執行（民執 171 条）か間接強制（民

執 173 条）の方法により、債務者でなければ履行することができない非代替

的な場合には、間接強制（民執 172 条）の方法によるしかない。意思表示の

強制執行の場合には、意思表示を命じる判決が確定した時に意思表示があ

ったものとみなし（民執 174 条：意思表示の擬制）、具体的な執行行為は行われ

ない。

C 民事保全手続

裁判所が判決をするには、公開主義、口頭主義、直接主義、双方審尋主

義が妥当する口頭弁論を必ず開いて審理しなければならない（87 条：必要的

口頭弁論）。また、判決手続では手続保障の理念に基づき、原則として三審

制の審判が保障され、下級裁判所が下した判決に不服のある当事者は、上

訴を提起して上級裁判所に審理を求めることができる。このような判決手

続における審理方式および不服申立手続によって、訴えの提起から口頭弁

論を経て判決の確定に至るまでには相当の時間を要するが、その間に即時

の法的救済を必要とするような場面が生じ得る。例えば、貸金の返還を求

める訴訟において、貸主が最終的に勝訴の確定判決を取得したとしても、

訴訟の審理の過程で借主が唯一の財産を処分してしまえば、貸主は借主に
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