
1. 家事事件におけるテレビ会議
　平成25年1月1日に施行された家事事件手続
法により、当事者双方が裁判所に来なくても、
当事者が遠方に住んでいるため調停等を行う
家庭裁判所まで出向くことが困難であるなど、
家庭裁判所が相当と認めるときは、当事者の
意見を聴いた上で、テレビ会議で期日に出席
することが可能となったことは、皆さんもご
存じかと思います。
　実は、家事事件手続法には「家庭裁判所及
び当事者双方が音声の送受信により同時に通
話をすることができる方法によって、家事審
判の手続の期日における手続（証拠調べを除
く。）を行うことができる。」（同法54条1項、
調停については258条1項で準用）と規定され
ており、「映像」の送受信によって期日が行え
ることは、明文上規定されていません。
　しかし、音声のみによるより、表情や態度
を確認することのできるテレビ会議が有用で
あることは自明のことですから、明文上規定
がなくても、運用としてテレビ会議による期
日が認められているものと思われます＊1。
2. 民事事件におけるテレビ会議
　民事訴訟においては、証人尋問（民事訴訟
法204条1号）、鑑定人の陳述（同法215条の3）
について、「映像と音声の送受信」の方法によ
る期日開催が認められています。
　しかし、よく利用される電話による弁論準
備手続（同法170条3項）等では条文上「音声
の送受信」と規定されています。
　ただ、知財高裁のホームページ＊2を見ると、
民事訴訟法170条3項の手続等について、条文

上は「音声の送受信」による手続であるにも
かかわらず、テレビ会議システムが利用可能
であると記載されています。家事事件と同様、
音声のみによるよりも、映像を通して表情や
態度を確認した方がよりスムーズな期日運営
が可能になるので、このように解釈および運
用されているものと思われます。
　これは知財事件に限る話ではないでしょう
から、民事訴訟法が適用される通常事件にお
いても、電話ではなくテレビ会議による弁論
準備手続を実施することは現行法でも可能な
のではないでしょうか。
3. テレビ会議が導入されている裁判所
　しかし、法律上可能であっても、テレビ会議
システムがなければテレビ会議を実施すること
は不可能です。そこで、どの裁判所においてテ
レビ会議を実施できるのかが問題となります。
　裁判所のホームページ＊3によると、平成28
年1月末時点で、右記の表のとおり、全国の106
の高裁・地裁・家裁の本部・支部にテレビ会
議システムが導入されています。東京高裁・地
裁本部・地裁立川支部・家裁本部にも導入さ
れていますので、当会所属の弁護士が東京の
裁判所に設置されたテレビ会議システムを利
用して、遠隔地の裁判所に係属している訴訟
の期日に出席することも可能と考えられます。
　東京から行くとなると時間がかかる裁判所
でも、テレビ会議システムがある裁判所であ
れば、裁判官と相手方に対してこちらの顔を
見せて期日出席でき、相手方の態度も見るこ
とができるので、遠隔地でも十分な訴訟対応
が可能となります。 
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＊1　 家事事件においてテレビ会議による期日が認められていることについては、裁判所のホームページ参照。http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi69/ （平成２８
年１１月現在）

＊2　 http://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/terebikaigisisutemu/index.html
＊3　 http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/terebikaigiitiran.pdf （平成２８年１１月１７日現在）
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東京高等裁判所 本庁
東京地方裁判所 本庁

立川支部
横浜地方裁判所 本庁

小田原支部
さいたま地方裁判所 本庁

熊谷支部
千葉地方裁判所 本庁

松戸支部
水戸地方裁判所 本庁

土浦支部
下妻支部

宇都宮地方裁判所 本庁
足利支部

前橋地方裁判所 本庁
静岡地方裁判所 本庁

沼津支部
浜松支部

甲府地方裁判所 本庁
長野地方裁判所 本庁

松本支部
新潟地方裁判所 本庁

長岡支部
東京家庭裁判所 本庁
横浜家庭裁判所 本庁
さいたま家庭裁判所 本庁
千葉家庭裁判所 本庁
水戸家庭裁判所 本庁
宇都宮家庭裁判所 本庁
前橋家庭裁判所 本庁
静岡家庭裁判所 本庁
新潟家庭裁判所 本庁
東京簡易裁判所 墨田庁舎
大阪高等裁判所 本庁
大阪地方裁判所 本庁

堺支部
京都地方裁判所 本庁
神戸地方裁判所 本庁

姫路支部
奈良地方裁判所 本庁

葛城支部
大津地方裁判所 本庁
和歌山地方裁判所 本庁
大阪家庭裁判所 本庁
京都家庭裁判所 本庁
神戸家庭裁判所 本庁
名古屋地方裁判所 本庁

岡崎支部
津地方裁判所 本庁

四日市支部
岐阜地方裁判所 本庁
福井地方裁判所 本庁
金沢地方裁判所 本庁

富山地方裁判所 本庁
名古屋家庭裁判所 本庁
金沢家庭裁判所 本庁
広島地方裁判所 本庁

福山支部
山口地方裁判所 本庁
岡山地方裁判所 本庁

津山支部
鳥取地方裁判所 本庁
松江地方裁判所 本庁
広島家庭裁判所 本庁
山口家庭裁判所 本庁
岡山家庭裁判所 本庁
福岡地方裁判所 本庁

久留米支部
小倉支部

佐賀地方裁判所 本庁
長崎地方裁判所 本庁

佐世保支部
大分地方裁判所 本庁
熊本地方裁判所 本庁
鹿児島地方裁判所 本庁
宮崎地方裁判所 本庁

延岡支部
那覇地方裁判所 本庁
福岡家庭裁判所 本庁
長崎家庭裁判所 本庁
熊本家庭裁判所 本庁
那覇家庭裁判所 本庁
仙台地方裁判所 本庁
福島地方裁判所 本庁

郡山支部
いわき支部

山形地方裁判所 本庁
盛岡地方裁判所 本庁
秋田地方裁判所 本庁
青森地方裁判所 本庁

八戸支部
仙台家庭裁判所 本庁
福島家庭裁判所 本庁
札幌地方裁判所 本庁
函館地方裁判所 本庁
旭川地方裁判所 本庁
釧路地方裁判所 本庁

帯広支部
札幌家庭裁判所 本庁
高松地方裁判所 本庁
徳島地方裁判所 本庁
高知地方裁判所 本庁
松山地方裁判所 本庁

西条支部
高松家庭裁判所 本庁
松山家庭裁判所 本庁
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