
　第二東京弁護士会では、民事上のトラブル
を簡単な手続で、早く、安く、公正に解決する
ことを目的として、裁判外紛争解決（ADR＝
Alternative Dispute Resolution）機関である
仲裁センターを設置運営しています。
　仲裁センターは、1990年（平成2年）3月に
全国の弁護士会に先駆けて設立され、設立以
来3,310件以上の申立てを受け付けています
（2017年（平成29年）2月末日現在）。
　仲裁センターでは、市民が自らの抱えるト

ラブルを早期に自主的に解決することを主眼
として、郵送ないしファクシミリによる申立
てを受け付ける等、手続全般にわたって簡易
化をはかっています。そして、最初の期日は
できるだけ早く実施し、2回目からもできるだ
け期日の間隔を置かないようにする等、迅速
に紛争を解決できるような工夫もしています。
　また、2010年（平成22年）3月以降、多摩支
部でも手続を実施し、多摩地区におけるニー
ズにも対応できる体制を整えました。
　あっせん人・仲裁人には、候補者名簿に登
載された経験10年以上の弁護士や元裁判官等
が選任されます。当事者は選任について希望
を述べたり、双方で合意をすることもできま
す。あっせん人・仲裁人は、両当事者のお話
をよく聞き、その信頼を得て公正妥当な解決
に導くことができるよう、尽力しています。
事案の内容によっては、カウンセラー、不動

蓑毛 誠子 （49期）
●Seiko Minomo
当会会員

〈略歴〉
1995年  東京大学法学部 卒業
1997年  弁護士登録
2015年・2016年
  第二東京弁護士会 

仲裁センター運営委員会 委員長

特 集

使ってみよう、
仲裁センター

　仲裁センターの和解あっせん手続や仲裁手続につ
いて、どのような手続か知らず、一度も利用したこと
がないという会員もいるのではないでしょうか。本特
集では、具体的な解決事例や、専門ADRの概要をご
紹介し、仲裁センターでどのような手続を利用できる
のか、どのような事案が仲裁センターの手続に適し
ているのかについて、分かりやすく解説しています。

また、利用者インタビューでは、ご自身が仲裁人候補
者でもあり、仲裁センターの利用経験が豊富な渥美
央二郎会員に、仲裁センターを利用する基準や、仲
裁センターにおける手続のメリットなどについてご説
明いただきました。
　仲裁センターを利用する際に、ぜひお役立てくだ
さい。

二弁仲裁センターの概要

特集：使ってみよう、仲裁センター
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産鑑定士や一級建築士等の専門家を専門家委
員として選任する場合もあります。
　2007年（平成19年）9月から医療事故に関す
る紛争を取り扱う医療ADR、2010年（平成22
年）10月から金融商品・サービスに関する紛
争を取り扱う金融ADR、また2014年（平成26
年）4月からはハーグ条約に基づく子の返還・

面会交流案件を取り扱う国際家事ADRの各専
門ADRを立ち上げ、東京三弁護士会の協力・
連携の下で運営しています。
　このように、仲裁センターは、様々なトラ
ブルに柔軟に対応し、当事者が真に納得でき
る解決に導くことを目指し、日々努力を続け
ています。 

申 立
書式はホームページからダウンロードできます。

（http://niben.jp/soudan/service/chuusai/adr_syoshiki.html）

和解あっせん手続
※あっせん人が仲立ちし、お互いの
　話し合いで紛争の解決を目指す
　手続です。

あっせん人・仲裁人を選びます。

相手方へ連絡して出席を呼びかけます。

和解あっせん期日 仲裁期日

ベテラン弁護士や元裁判官などが中心です。建築士などの専門家がアドバイスする
場合もあります。あっせん人・仲裁人についてはホームページをご覧下さい。

特定のあっせん人・仲裁人を希望していただくことも可能です。
（http://niben.jp/orcontents/chusai/form.php）

仲裁手続
※双方合意の下で仲裁人が判断をする
　手続です。仲裁手続には仲裁の合意
　が必要です。

和解不成立

弁護士の紹介
ご希望により、弁護士
会法律相談センターを
ご紹介します。

和解成立

和解契約書の作成
あっせん人が立会人と
なり、申立人・相手方双
方の署名・押印を得て、
和解契約書を作成しま
す。

仲裁判断

仲裁判断書の作成
仲裁判断書は裁判所
の判決と同じ効力があ
り、仲裁判断書で強制
執行もできます。（ただ
し、執行決定が必要で
す）。なお、仲裁判断に
は、原則として不服申
立てができません。

手続フローチャート図表1

NIBEN Frontier●2017年6月号28

D13400_26-41.indd   28 17/05/09   14:14



漫画：森田 優子 委員「自転車同士の交通事故」

事案の概要

　本件は、比較的道幅が狭い道路で、申立人
（女性）の自転車と対向してきた相手方（高校
生）の自転車間に障壁となる歩行者がいたこ
とが原因で衝突し、申立人が、左眼窩底吹き
抜け骨折、上顎骨折、歯冠破損などの傷害を
負ったという自転車同士の衝突事故による人
身損害の賠償請求で、双方に代理人の付かな
い事案です。また、主な争点は、①過失相殺の
割合、②休業損害・慰謝料などの損害額です。

審理期間等

　審理期間：413日
　審理回数：9回

解説

促進型調停1

　一般的にはこの種の事案でのADRでの取扱
いとしては、①治療が終了して損害額が確定
してから審理を進める、②あっせん人から過
失相殺について、相殺基準などに照らして過
失割合を示して解決を図る、③賠償額の算定
について、算定基準を参考にあっせん案を示
す、といった展開を経て、両者の妥協を求め、
和解を成立させようとすることが多いのでは
ないでしょうか（いわゆる評価型調停）。
　しかし、本件では、申立人が治療継続中で

交通事故による損害賠償請求解決事例
1

中村 芳彦 （30期）
●Yoshihiko Nakamura
当会会員

特集：使ってみよう、仲裁センター

NIBEN Frontier●2017年6月号 29

D13400_26-41.indd   29 17/05/09   14:14



る状況に持っていくという促進的機能を重視
し、できるだけ評価を示さない（いわゆる促
進型調停）方法によって行いました。

ADRにおける事実認定2

　まず、相手方の両親の参加を得て同席で行
った審理では、申立人の自転車が止まってい
たところに相手方の自転車が衝突したのかど
うか、相手方の自転車の速度、衝突位置など
について大きく言い分が異なり、事実が食い
違いました。この結果、過失割合の主張が全
く異なるところとなり、審理が膠着しかけま
した。
　しかし、ADRでは、厳格な事実認定を行わ
ないことをむしろ積極的に捉えて、相手方に
よる謝罪、申立人の治療経過観察、事故状況
についての繰り返しの議論といった当事者の
ニーズを中心に期日を重ねていきました。

法律相談の利用による賠償額算定3

　そして、ほぼ治療の目途が立った段階で、
総損害額を確定させる必要があるので、あっ
せん人から申立人に対し、2か所位で法律相談
を受けて賠償額の検討をしてもらい、賠償請
求額を提示することを提案しました。相手方
は、父親の勤務する会社の顧問弁護士に相談
ができるということであったので、申立人の
賠償請求額を検討してもらうことにしました。
本件のように事実関係に大きく争いのある事
案で、あっせん人から具体的に賠償請求額を
提案するのは困難であり、むしろ当事者の自
律的な努力に委ねるのが相当と思われたから
です。
　申立人から具体的な賠償請求額が提案され
てからは、比較的スムーズに審理が進行しま
した。相手方が過失相殺に必ずしもこだわら
なくなったのは、総損害額が次第に明らかに
なったこと、自分に落ち度はないという申立
人のこだわりを変えるのは困難であることを
認識したことや、相手方の親は直接事故を現
認しているわけではないといったことが挙げ

あったなどの事案の特性とあっせん人の考え
から、あっせん人の役割を、当事者間の交渉
を促進させ、お互いに相手の立場を理解でき
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事案の概要

紛争の経緯1

　一人暮らしをするXの自宅において、夜間石
が投げ込まれる等の被害が続きました。Xは、
警察に助けを求めましたが取り合ってもらえ
ず、協力を頼んだ友人らも揉め事に巻き込まれ
るのを嫌って協力してくれません。そのため、
調査会社のYを訪問したところ、担当者が「夜、
何日か張り込めば必ず犯人が分かりますよ」と
述べたため、「夜間に2人で7日間張り込み、報
告書を提出する」という約定で115万円（消費
税等込みで120万7500円）を支払いました。
　ところが、張り込み調査後YからXに対し分
厚い報告書が提出されたものの、犯人の特定に
役立つ情報は全く記載されていませんでした。

XのYに対する主張2

　嫌がらせが続く状況を打開したいため、生活

費を切りつめて120万円以上もの金額を支払っ
たのに、何の成果も得られませんでした。相変
わらず嫌がらせは続いており、状況は全く変
わっていません。報告書に記載されている情
報は、自宅や庭の写真が大部分で、素人でも
書ける内容ばかりで犯人特定に繋がる情報は
皆無でした。結果に対して対価が法外だと思
うので、一部でもいいから返してほしいです。

Yの反論3

　契約書にも明記されているとおり、結果は
保証していません｡「調査手数料は調査の成
功・不成功にかかわらず、契約時に全額支払
う」旨契約書に記載されています｡ 約束の期
間中、きちんと張り込んで報告書を作成・提
出したのだから、債務不履行はありません。

審理期間等

　審理期間：59日
　審理回数：2回

られると思います。
　申立人の要求もあり、賠償主体に相手方両
親も加えること、後遺症の別途協議条項を入
れ、総額163万円余りの賠償額をあっせん期日
に支払うことで和解が成立しました。

あっせん人からひとこと

　効率的な手続運営や専門家主導を重視する

立場からは、弁護士があっせん人として関与
しているのに、なぜ法律相談を受けてもらう
のかなど、本件におけるやり方には恐らく異
論もあると思います。しかし、ADRへの新規
参入を目指す各種士業の人たちを対象に促進
型のトレーニングが広く行われている現在、
弁護士にとっても新しいプラクティスのあり
方の検討が求められていると言えると思いま
す。 

契約代金返還請求仲裁事件（調査契約）解決事例
2

鈴木 明子 （26期）
●Akiko Suzuki
当会会員

特集：使ってみよう、仲裁センター
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解説

　XとYが締結した調査委任契約書には「調査
手数料は調査の成功・不成功にかかわらず原
則として契約時に全額支払う」旨明記されて
いるほか、成功報酬の説明欄には「成功した
場合とは基準時間内において中断することな
く調査が実施・完了した場合をいう」と記載
されていました。「何らかの結果を得ること」
を対価支払の明確な条件にしていない以上、
張り込んだ時間分の人件費を要求されるのは
止むを得ない事案のように思われました。
　そこで、「対価が法外」と言えるかについて
調査してみましたが、対価の定めも業者によ
ってかなりのばらつきがあり、本件の1時間あ
たりの単価は必ずしも不当とは言い切れない
状況でした。
　また、Yの代理人によれば、Yの親会社は関
東では業界最大手の1つで信頼のおける会社で
あり、本件については「対価返還の必要なし」
と強く主張しているとのこと。
　このように、結果から見るとXに気の毒なケ
ースではあるものの、どのような根拠で返金
を求めるべきか苦慮しましたが、「Xが金銭の
支払と引換に何を求めるのかを契約書に明記

してもらわなかったのは迂闊だが、Xは、初め
て調査会社を利用する素人である。細かい字
でYの対価受領権ばかりを強調した契約書にそ
のまま調印したからと言って、Xが全面的に拘
束されるのは気の毒である。結果が出なくて
もお金は戻らないことをYの担当者がきちんと
説明したとは思えない。『着手金』と『きちん
と成果を出した場合の成功報酬』に分けて請
求すべき金額を、『調査手数料』の名目にして
最初に全額受け取ってしまうのは不当ではな
いか。結果が出なくとも請求する対価として
本当に妥当な金額かどうか、プロとして誠実
に検討いただきたい」旨Yの代理人に依頼し、
金額の再検討をお願いしました。
　第1回期日では、Yの代理人は「1割で紛争
を解決できるなら和解交渉に応じてもいい
が、それ以上要求するならば裁判所で争いた
い」と主張し、委任状すら提出しない状態で
したので、持ち帰っていただき検討を促した
ところ、第2回期日にはYの代理人より「Yの
親会社は返金に強硬に反対しているが、2割の
返金なら説得できる」という提案があり、Xも
「延々と裁判所で争うより少しでも早く現金を
手にしたい」という意見でしたので、その場
で和解契約を締結しました。和解金は後日約
定どおりに支払われました。 

争いの概要

XのYに対する主張1

　XとYがラケットボールのプレー中、Yが右
手に持ったラケットをバックハンドでボール
を打った際に、勢い余って大きくフォロース
ルーをとったため、ラケットのフレームがXの

※ 近藤先生が以前書かれた原稿を塚越邦広副委員長が
編集しております。

スポーツ（ゲーム）中の事故について、仲裁
人が仲裁冒頭に示した見解を踏まえ、和解の
合意が第1回期日でできた事例

損害賠償（スポーツ事故）請求仲裁事件解決事例
3

近藤 康二 （28期）
●Yasuji Kondo
当会元会員
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右顔面上唇付近にあたりました。この結果、X
の前歯1本が抜け落ち、この歯と隣の歯の神経
が死んでしまいました。
　Yからは、これまでの治療費や交通費の概算
として5万円を支払ってもらいましたが、この
支払で終わりにしてほしいと言われました。
　歯科医師からは、長期的な経過観察と再度
の治療が必要だと言われています。今後要す
る治療費を負担する旨の約束とともに、今後
どうなるのか分からない不安がありますので
相当額の慰謝料を請求します。

Yの反論2

　ボールをお互いに打ち合うゲームですから、
次打者のXは、先打者のYのラケットが左右に
振られることを想定し、そのエリア内に立ち
入らないようにして次打に備えるべきだと考
えます。また、Xが主張するような勢い余った
バックハンドはとりませんでした。このこと
はゲームを観戦していた人らが証言してくれ
ています。したがって、Yには法律的な責任は
ないと考えています。

結論3

　お見舞金として別途10万円をYが支払い、和
解での解決となりました。
　なお、Xは24歳の女性、Yが仲裁申立時に20
歳になったばかりの男子学生で、双方とも同
一大学の同じスポーツ同好会の先輩・後輩の
関係です。

解説

ラケットボールとは1

　スカッシュに似た室内競技で、前後左右を
壁に囲まれたコートの中で、2人交互に正面の
壁に向かって硬式テニスボール大のゴムボー
ルをラケットを持って打ち合い、得失点を競
うゲームです。

　ゴムボールを使用することから打ち合うボ
ールのスピードがかなりでるため、一般に競
技者は目を保護するためにゴーグルの使用が
義務付けられています（が、歯を保護するマ
ウスピースの使用までは義務付けられていま
せん。）。
　また、ゲームの高揚感を強めるため、かな
りビートのきいた音楽が流される中で行われ
ます。

事前準備2

　申立書を一読後、本件はスポーツ（ゲーム）
における許された危険の問題と考え、ほかの
スポーツ中の事故に関する仲裁解決事例等を
参照しました。
　当事者双方とも若年であること、双方の両
親等が事前の交渉等に関与していることなど
から、仲裁人がどのような見解の下に本件仲
裁に臨んでいるのかを双方およびその関係者
にも理解してもらった方が解決に資すると考
えました。そこで、（一般的な）見解を仲裁
の場において口頭で述べるだけではなく書面
（メモ）にして渡すことを考えつき、後述の
「仲裁人候補者の考え方」を用意しました。

「仲裁人候補者の考え方」3

（1）申立人・相手方双方に望むこと
ア　 本件は、スポーツ（「ラケットボール」）

に興じていた者の間に突然生じた不幸な
出来事。

イ　 スポーツを愛する者としての自負がそれ
ぞれあるならば、お互いスポーツマン
（ウーマン）精神にのっとり誠意をもって
話し合いで解決すること…。

（2）スポーツに内在する危険性（一般論）
ア　 スポーツは多かれ少なかれ、そのプレー
にもともと危険性をはらんだ運動行動で
ある。

イ　 スポーツを行うことは（客観的第三者的
立場から見れば）参加する自己のみなら
ず、一緒にスポーツを行っている他人に

特集：使ってみよう、仲裁センター
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も危険性を及ぼす可能性があるというこ
とを認識すべきもの。

ウ　 したがって、自己が他人により危害をう
けた場合には（立場が逆になる場合もあ
り得ることから）その過失が自己でも行
いかねない程度の過失である限り、加害
者を深くとがめるようなことはできない
こと。

エ　 また、逆に、自己が他人に危害を与えた
場合には、法律的責任を回避するがため
に、スポーツに内在する危険性につき必
要以上に強調したり被害者の力量のなさ
を強調せずに、解決にむけて正面から取
り組むこと。

第1回期日の進行4

　双方に父親が同伴しましたので、その父親
同席の下対席で始めました。
　「仲裁人候補者の考え方」の書面を双方に交
付して、スポーツに内在する危険性について
の一般論を述べ説明しました。
　Y側の退席を求め、Xに対し、本件事故に対
する仲裁人の見解として、
① ラケットボールはかなり危険なスポーツ故、
危険を承知した上でプレーする必要がある
こと

② ラケットが振られる範囲内に相手方競技者
であるYが打ち終わるまで入らないでプレー
しなければならないこと

③ 上級プレイヤーであるXは、下級プレイヤー
であるYの力量を踏まえてプレーしなければ
ならないことが本来であること

④ スポーツ（ゲーム）事故の場合には関係の
ない第三者に損害を与える交通事故などと
異なり「過失」として法律的責任が問われ

るレベルが異なること（前記①）
⑤ Xは「許された危険」に反するプレー行動が
あったと思われること（前記②、③）
から、法律的争いとして裁判になった場合、Y
の不法行為責任は問えない事案であると考え
る旨を率直に伝えました。
　Xおよびその父親は、仲裁人の説明を直ちに
了解し、仲裁人から見舞金をYに支払ってもら
うことでの解決を打診したところ、了承し、額
についても仲裁人に任せるということでした。
　X側に退席を求め、Yとその父親と面談し、
Yに対してもXに対して述べたのと同一の説明
と仲裁人の見解を伝えました。その上で見舞
金を支払うことで解決できないかと打診しま
した。
　Yの父親より、他会の弁護士会の法律相談を
受けた際、全部で10万円程度と言われたこと
から、見舞金として残り5万円程度を考えてい
たが、仲裁人が双方同席の際に一般論として
息子には法律的責任がないと思われる発言を
してくれたことなどを踏まえ、金10万円まで
なら出すとの回答を得ました。
　以上のような経緯を踏まえ、第1回期日で和
解の合意が成立しました。

仲裁人からひとこと

　第1回期日において、仲裁人自身の紹介を終
えたのち、いわば本題に入った冒頭に仲裁人
の一般的見解を双方が同席した場で述べ、そ
の後、個別に具体的見解を率直に述べて説明
したことがよかったのではないかと担当仲裁
人は考えています。もちろん、これはケース
バイケースですが。 
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事案の概要

ＸらのＹ社に対する主張1

　建売分譲業者であるY社（相手方）は、22区
画の一団の土地を、同社が建物を建築する条
件で分譲していました。Y社の説明によれば、
「二階建てに統一して建築します」とのことで
した。
　Xら（申立人）5名は、それぞれ、三階建て
は建たない団地なので日当たりもよいと考え、
購入することにしました。契約締結の時に渡
された、重要事項説明書にも、（1人を除き4人
全員について）「二階建て以下の建物に限るも
のにします」と記載されていました。Xらは、
購入した土地にそれぞれ自宅を建てて暮らし
ていました。
　ところが、最近Xらの自宅から道を挟んで南
東側の区画に三階建ての建物が建ちました。Y
社に約束が違うではないかと説明を求めたと
ころ、Y社は、「建売では売れないので土地の
みの販売に切り替えた。その際、社内の引継
ぎのミスで、建築制限に関する条件を付けず
に土地を売ってしまった。建て主に対して三
階建てはやめろとは言えない」と説明しまし
た。
　Y社とは、最初の約束に反して三階建ての建
物が建ってしまったことについて、交渉をし
ましたが、Y社からXら各自に10万円しか支払
わないと言われました。
　そこで、各々少なくとも200万円、合計1000
万円の損害賠償をY社に対して求めます。

Y社のXらに対する主張2

　Y社は、二階建てしか建てないとの説明は、
土地購入者が建物建築をY社に依頼して建てる
場合には二階建てにすることを約束したまで
であって、住宅団地全体を二階建てで統一す
ることまでを約束したものではありません。
　Y社の落ち度としては、社内のミスで、建築
制限に関する条件なしで売却したことです。
　日照に関して、賠償に応じる用意はありま
すが、Xらの損害はせいぜい数十万円程度で
す。

審理期間等

　審理期間：77日
　審理回数：3回

解説

　本件の問題の1つは、Y社はXらに対して、
二階建ての街並みを統一すること、良好な日
照を確保することを約束したと言えるか、と
いう点でした。Xらに生じた損害をどのように
考えるかについても問題があり、日照被害と
いうことであれば、各自の日照被害の程度は、
各自の場所によってかなり差があるようでし
た。個別の立証についても困難が伴うように
思われました。
　さらに、賠償額をどのように算定するかに
ついては、難しい問題でした。結局、相手方
が本件申立て前に行っていた各自10万円の金
額に対して、申立人が本件申立てにおいて各
自200万円と主張したため金額に大きな開きが

債務不履行に基づく
損害賠償請求仲裁事件（不動産売買）

解決事例
4

黒田 純吉 （30期）
●Junkichi Kuroda
当会会員

特集：使ってみよう、仲裁センター
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体制、または②それに医療事故紛争担当あっ
せん人の1名が加わった3名体制で和解あっせ
んを行っています。医療機関側代理人の経験
豊富なあっせん人と患者側代理人の経験豊富
なあっせん人については、東京三会で共通名
簿を作成しています。
　これらの経験豊富な弁護士が、医療機関側
当事者と患者側当事者の間の対話をすすめる
ことで、相互理解を図り、事案の解決を目指
しています。
　二弁における「医療ADR」の特徴の1つは、
受け付けた事件について、第1回期日までの
間、仲裁センター運営委員会の中から「手続
管理者」と呼ばれるケースマネージメントを
行う弁護士を選任することにあります。手続
管理者が申立ての整理、相手方への応諾の要
請などを行うことで、両当事者の希望にでき
るだけ沿った手続となるように心がけていま
す。とりわけ、本人申立ての事例では、手続
管理者の存在が、手続の信頼を高めているの

医療ADR

　医療ADRとは、医療事故などの医療に関す
るトラブルを仲裁センターの手続で解決をは
かる専門ADRの1つです。東京三会では2007年
（平成19年）9月に制度として発足しました。
三会の独自の特徴も残しつつ、東京三弁護士
会医療関係事件検討協議会と協働して、東京
三会の仲裁センター・紛争解決センターで共
通した枠組みとして運用しています。
　二弁では、現在では多くの事件を、①医療
機関側代理人の経験豊富なあっせん人1名、患
者側代理人の経験豊富なあっせん人1名の2名

ありました。本件手続中において、相手方（Y
社）が数十万円を支払う、という形で譲歩し、
最終的には各自90万円×5名=450万円という数
字に落ち着きました。
　この金額の意味するところは、Xらの被害は
単なる日照被害のみにとどまらず、結果的にY
社の説明等によってXらが抱いた三階建ては建
たないとの期待が裏切られたことにも配慮し
たものとなった、ということだと思います。

仲裁人からひとこと

　手続は、両者同席で双方の主張を展開して
もらいながら進めました。その上で、期日外

にXらの方から解決可能と思われる現実的な金
額を提示してもらい、仲裁人が電話やFAXで
調整をすることにしました。
　Xらからは、1人90万円から110万円という提
案がなされ、相手方からは、重要事項説明書
で建築制限の条件が入っていなかった1名につ
いては半額にしてほしい、ほかに波及しない
よう守秘義務条項を入れてほしい、との要望
が出されました。
　結局、各自の金額を明示せず、守秘義務条
項を入れた和解契約が成立しました。Xらの現
実的対応と、訴訟を回避したいY社の意向が
合致して、早期解決に至ったものと思います。
 

専門ADR

農端 康輔 （62期）
●Kosuke Nobata
当会会員、仲裁センター運営委員会 委員（嘱託）

〈略歴〉
2009年　 弁護士登録
2012年　 第二東京弁護士会 仲裁センター運営委員会 副委員長
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ではないかと思います。
　東京三会の「医療ADR」に対する理解も広
まりつつあると考えられ、近年は、二弁だけ
で年間で20件前後の申立てがなされています。
具体的な事案としても、少額の紛争の事例だ
けではなく、和解金額が1000万円を越えるよ
うな事例も報告されています。また、金銭的
な解決ではなく、医療機関側に対して診療経
過の説明のみを求める申立てを行ったような
事例も報告されています。
　なお、医療ADRでは、後に紹介するほかの
専門ADRとは異なり、手続に要する手数料や
費用は、一般事件と同様の手数料を納付いた
だいています。
　東京三会では、東京三弁護士会医療関係事
件検討協議会と各仲裁センター・紛争解決セ
ンターと共同で、医療ADRに関して、2010年
（平成22年）3月と2016年（平成28年）3月の2
度にわたり「東京三弁護士会医療ADR検証報
告書」を公表していますので、東京三会の医
療ADRの概要や状況については検証報告書も
ご覧ください＊1。

金融ADR

　金融ADR制度は、2010年（平成22年）の金
融商品取引法などの改正に基づいて作られた
制度で、金融機関と利用者との間のトラブル
をADRで解決しようとする制度です。
　東京三会では、金融ADRについても、共通
で金融機関との協定書を締結するなど、共同
で運用を行っています。
　東京三会の金融ADRの対象となる事件は、
①事前に東京三会と協定書を締結した金融機
関が当事者となる事件、②東京三会と協定を
締結した団体の加盟している個社のうち受諾
書を提出した金融機関が当事者となる事件に

なります（2016年（平成28年）7月末現在で、
個社485社、団体7団体）＊2。
　対象となる金融機関については、二弁仲裁
センターホームページの対象金融機関の協定
締結先＊3をご覧いただくか、事務局にお問い
合わせください。
　なお、その他の金融機関に対する申立てに
ついては、二弁に申立てがあった場合には、
一般事件として取り扱っています。
　二弁の金融ADRでは、東京三会共通の名簿
から、金融機関側の経験豊富なあっせん人1
名、利用者側の経験豊富なあっせん人1名の2
名体制で手続を行うことを原則としています。
　東京三会の金融ADRの特徴は、金融機関側
と締結した協定書等において、金融機関側当
事者に、①手続への出席義務、②手続への資
料提出義務、③和解案受諾努力義務、④特別
調停案受諾義務を課していることにあります。
また、手続費用についても、一般事件では利
用者が負担する申立手数料と期日手数料につ
いて、原則として金融機関側が負担すること
となっています（一方、成立手数料は原則ど
おり仲裁人が負担割合を定めることになりま
す。）。
　また、地方にある金融機関との紛争を解決
するために、東京以外の弁護士会の弁護士1名
と東京三会の弁護士1名で協働して和解あっせ
んを行う「現地調停」、東京以外の弁護士会の
ADRセンターに和解あっせん手続そのものを
移管する「移管調停」の制度を設けて、各地
の弁護士会と協定を締結しています。地方会
との協定書の締結状況についても二弁仲裁セ
ンターの金融ADRに関するページ＊4をご確認
ください。
　過去の解決事例については、全国の弁護士
会ADRセンターで扱った事例が毎年の日弁連
仲裁ADR統計年報において報告されています
ので、ご覧ください＊5。

＊1　 東京三弁護士会医療ADR検証報告書（2010年3月）　https://niben.jp/info/group20100524.html
東京三弁護士会医療ADR第二次検証報告書（2016年3月）　http://niben.jp/news/info/2016/160426135243.html

＊2　 団体として協定を締結しているのは、全国労働金庫協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国農業協同組合中央会、全国漁業協同組合連合会、日本資金決済業協
会、不動産証券化協会の7団体で、これらの団体の加入した会社のうち受諾書を提出した金融機関のみが東京三会の「金融ADR」の対象となります。また、商工組合中央金庫と
も協定を締結しています。

＊3　 二弁仲裁センターホームページ「金融ADR」　http://niben.jp/soudan/service/chuusai/adr_kinyu.html
＊4　 同上
＊5　 日弁連仲裁ADR統計年報　http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/statistics/reform/adr_statistical_yearbook.html

特集：使ってみよう、仲裁センター
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国際家事ADR

　国際家事ADRは、2014年（平成26年）4月に
発効した「国際的な子の奪取の民事上の側面
に関する条約」（以下「ハーグ条約」といいま
す。）に関する専門ADRです。
　ハーグ条約では、中央当局に対して子の返
還や面会交流に関する友好的な解決のための
措置をとることを求めており（ハーグ条約7条
2項c、同実施法9条）、日本の中央当局である
外務省が外部機関に子の返還および面会交流
に関する和解あっせん事業を入札によって委
託しています。二弁でも、2014年（平成26年）
度以降、外部機関の1つとして、この外務省の
委託事業を毎年度契約しています。
　外務省の委託事業の対象となるのは、中央
当局の外国返還援助決定または日本国面会交
流援助決定を受けている当事者の事件のみと
なります。
　国際家事ADR事件について、二弁では、外
国語に堪能で、かつ、家事事件や和解あっせ
ん事件に精通したあっせん人候補者のリスト
を作成しています。原則として、この名簿の
中から2名のあっせん人を選任しています。ま
た、あっせん人はできるだけ男女のペアの組
合せになるように工夫しています。
　外務省の委託事業では、手続に要する手数
料のほか、通訳費用、翻訳費用について、外
務省から一定の範囲が支払われることとなっ
ています。

　2017年（平成29年）度の事業に基づけば、
申立手数料は当事者負担免除、4回目までの期
日手数料も原則として免除されることになっ
ています。また、成立手数料も、子の返還お
よび面会交流に関する部分については当事者
負担を免除することとしています。
　それ以外の手数料、例えば、5回目以降の期
日に関する期日手数料、養育費に関する合意
が成立した場合のその合意に相当する成立手
数料については当事者負担となります。
　また、通訳費用や翻訳費用についても、手
続の中であっせん人が必要と認めるものにつ
いては、上限はあるものの、外務省が一定の
範囲を負担します。
　国際家事ADRでは、片方の当事者本人が日
本国外にいることが想定されるため、①申立
てについては電子メールでの送付を認めてい
るほか、②期日はインターネットテレビ会議
システムや国際電話による電話会議システム
を通じて行うことを想定しています。これら
の点は、裁判所における調停手続にはない弁
護士会のADRならではの特色と言えます。
　また、当事者の希望に基づいて、期日を集
中的に開催するような工夫も行っています。
　ハーグ条約に関する事案は、できるだけ当
事者の任意の話し合いで解決することが望ま
しいと考えられます。二弁仲裁センターの国
際家事ADRも、ハーグ条約に関する事件の1つ
の解決方法として検討していただければ幸い
です。 
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渥 美 　申立人として関与しているのが、21
件前後ですね。
インタビュアー 　また、渥美先生は仲裁人候補
者でもありますが、仲裁人として担当してい
ただいたのはこれまで何件ぐらいでしょうか。
渥 美 　仲裁人としては8件で、たぶんその前
に補助者として3～ 4件だと思います。
インタビュアー 　少し抽象的な話になってしま
うのですが、仲裁センターを利用する基準と
いうようなものは何かありますか。
渥 美 　仲裁センターを利用する基準として
は、まずは訴訟ではなく調停の申立てをする
のが適切と思われる事件について和解あっせ
んも検討しますね。相談者には、調停だと月
に1回程度、簡易裁判所（事案によっては家庭
裁判所）に行って話し合いをしますよ、申立
て費用もリーズナブルですよ、というような
説明をして、その他の調停手続について、訴
訟と比較した場合のおおよそのメリット、デ
メリットというのを説明します。その際に、
事案によって、併せて仲裁センターの利用も
提案します。
　例えば相談者が加害者の場合ですね。こち
らが不貞行為とか暴力行為の加害者であるよ
うな事件だと、こちらから調停の申立てをす
るというのは、ちょっとハードルが高いかな
というふうに思いますので、それでは例えば
弁護士会の和解あっせんでやりませんか、と
いうように提案することがあります。
　また、こちらが被害者の場合でも、あまり
事案の内容をオープンにしたくないようなと
き、例えばセクハラ系ですかね。セクハラ系
は本当にあっせんで申し立てることが多いで
す。その理由は、あっせん人の選択ができる
からです。基本的にはセクハラ問題や女性の
権利に詳しい先生を指名の上で申立てをする
というやり方をしていますね。
　それから、紛争解決がちょっと難しいとい
うか、本当に柔軟に解決してもらいたい事件。

インタビュアー 　本日は、仲裁センターをより
多くの皆様に利用していただけるよう、仲裁
センターをよくご利用いただいている渥美先
生にインタビューをお願いいたしました。
　早速インタビューに移りたいと思います。
　渥美先生は普段どんな案件を多く扱ってい
らっしゃいますか。
渥 美 　家事事件が多いと思います。法テラ
スのDV相談の担当をやっている関係で、DV
系の家事事件が一定程度必ずあります。それ
が2割ぐらい。あとは通常の一般民事事件、そ
れから企業法務、労働事件、倒産事件、たぶ
ん刑事事件の割合が3～ 5％ぐらいだと思いま
す。
インタビュアー 　渥美先生と仲裁センターのか
かわりを教えていただけますか。
渥 美 　弁護士を始めて5～ 6年たったころに
仲裁センター運営委員会の委員になって、広
報班の担当になったというのがかかわりの最
初だと思います。
　また、そのころ、先輩の弁護士に勧められ
て仲裁の申立てをしたと思います。
インタビュアー 　渥美先生は現在までにどれぐ
らい申立てをされているのでしょうか。

渥美 央二郎 （51期）
●Ojiro Atsumi
当会会員

〈略歴〉
1999年　 弁護士登録
2000年4月～2002年3月
　 第二東京弁護士会 子どもの権利に関する
委員会
2000年4月～2006年3月
　 第二東京弁護士会 法律相談センター運営
委員会
2003年4月～2005年3月
　 第二東京弁護士会 弁護士業務委員会
2005年4月～
　 第二東京弁護士会 仲裁センター運営委員会
（2005年・2006年・2008年・2009年 
副委員長）
　第二東京弁護士会 仲裁人候補者

利用者インタビュー

インタビュアー：
第二東京弁護士会 仲裁センター運営委員会
齋藤成俊副委員長、塚越邦広副委員長

特集：使ってみよう、仲裁センター
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これは例えば学校のいじめ絡みであるとか、
あとは家族内の複雑な問題であるとかそうい
う事件ですかね。それとも少し関連しますけ
れども、法的請求が立つのか立たないのかよ
く分からない事件でも、もっとその奥にある
正義や公平の観点みたいなところからすると、
これは何とか話し合いで解決すべきだと考え
られるような事件ですかね。
　さらに家族絡みではあるのだけれど、例え
ば法的拘束力があるかないかという問題はあ
るかもしれませんが、法律相談などで、面談
強要をしないようにとか、もう一切会いたく
ないとか、縁を切りたいとか、そういう話っ
てたまにあると思います。あとは普通の男女
交際の問題で、自由恋愛の抗弁が出てくるよ
うな事件ですね。
　それからお墓とか遺骨とかそういう祭祀に
関連する事件なんかを申し立てたりはします
ね。
インタビュアー 　それとも関連すると思うので
すが、渥美先生が仲裁センターに申し立てら
れてよかったと思われる点があれば、教えて
ください。
渥 美 　それは結構あるので難しいですね。
　解決できる事案って短く解決できるんです
よね、3か月とか4か月とか長くても半年とか
で。これはたぶん裁判を3年やっても4年やっ
ても、同じ結論だよねというふうに思う事件
が和解あっせんで短期間で解決できたりする
ので、解決時にやっぱり自分の見立てが合っ
ていたんだなと思うときがあります。報酬が
たくさん取れたかどうかというのは別として、
少なくともクライアントのためにはすごくよ
かったよねという解決だった場合はうれしい
ですね。
　あと、先ほど出たセクハラ系の事件ですよ
ね。セクハラ系の事件も解決できるケースと
解決できないケースがあるのですが、あまり
被害者の側の女性に負担をかけずに事案を公
にしないで、短期間で一定の解決が得られる
ということがすごいプライオリティーが高い
ので、それはよかったよねという話にだいた
いなりますね。それは不倫問題の場合も一緒

ですね。
インタビュアー 　和解あっせんの申立てにあた
っては、申立書や証拠書類などの提出をする
こととなっていますが、調停と比べて何か注
意している点などはありますか。
渥 美 　注意している点というわけではない
ですが、まず申立ての趣旨は調停よりもやん
わりと書いています。要するに、紛争だった
ら「相当な解決を求める」でいいやと思って
います。あまりこちらから一定額の金銭を支
払えとか、何々をするのをやめろとかそうい
うふうに書いてしまいますと、いたずらに相
手方を刺激する可能性があるので、そうでは
なくて取りあえずこの問題は話し合いで解決
したいですよ、という、そういうスタンスを
示すという意味で、あまりきついことはでき
るだけ書かないようにしていますかね。
　あとは、本当にスピードを重視しているの
で、基本的には多少加筆をしたりしますけれ
ども、内容証明ベースの申立書になっている
ことが多いように思います。証拠も申立て時
には基本的なものだけでよいと考えています。
インタビュアー 　最後になりますが、和解あっ
せんを利用したことがない先生が多いので、
できれば渥美先生から利用したことがない弁
護士に向けて一言いただければと思います。

成立手数料の早見表図表2

紛争の価額（A） 成立手数料額

300万円まで A×8％

300万円を超え
1500万円まで 24万円+（A－300万円）×3％

1500万円を超え
3000万円まで 60万円+（A－1500万円）×2％

3000万円を超え
5000万円まで 90万円+（A－3000万円）×1％

5000万円を超え
1億円まで 110万円+（A－5000万円）×0.7％

1億円を超え
10億円まで 145万円+（A－1億円）×0.5％

10億円超 595万円+（A－10億円）×0.3％

※別途消費税がかかります。
※少額事件の場合、成立手数料は10%です。
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渥 美 　非常に使いやすい制度だと思います
ので、駄目元という感覚でやってみてもいい
と思います。あっせん人の先生方のクオリテ
ィや解決に向けての意気込みも高いと思いま
す。相手方に応諾してもらえそうだったら和
解あっせんを利用する価値は十分あると思い
ます。解決内容もすごく合理的な解決という
ふうに思うケースが多いですし、一度試しにや
ってみてはどうですかという感じですね。 

インタビューを受ける渥美央二郎弁護士

特集：使ってみよう、仲裁センター
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