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Ⅰ　はじめに

　我が国の控訴審制度をめぐっては，原審判決の当否について事実問題におい
て審査する事実審制が採用されており，かつ，第１審で収集した訴訟資料をも
とに審理を続行しながら新たな資料を追加して第１審判決の当否を判断する続
審制が採用されている点で，特に異論がない（2）。しかし，その結果，控訴審で
新たな事実や証拠の申請が広く認められ，第１審審理が相対的に軽視されると
ともに控訴審の負担増加によって訴訟の完結が遅延されている点では，かねて
より批判がなされていた。控訴審の構造について事後審又は少なくとも制限的
続審制を採用することが世界的な立法の潮流であることに照らして，控訴審の
審理の構造や実務上の運営の改善をめぐっては，多くの議論がなされている。
　ところで，最近司法府の内外では裁判をめぐる制度や環境において変化がみ
られている。司法府の信頼性に対する疑問の提起や具体的な判決に対する国民
からの批判・指摘をきっかけに，司法府はある程度の自己反省に迫られ，裁判
手続のあり方も国民との疎通（3）（以下「国民との意思疎通」という）の問題の
一環であるとの認識を持つようになった。他方，2011 年に民事電子訴訟制度
が導入されてから約２年が経過した今日，民事控訴審においては同制度を利用
した本格的な審理が実現されつつある。同じく 2011 年には高等法院判事（以
下「高法判事」という）という職位が新設され，従来の陪席判事に代わり高法
判事からなる新たな形態の合議体が構成・運営されている。
　民事控訴審をめぐるこのような制度や環境の変化を踏まえて，ソウル高等法
院では最近，数度にわたって裁判長又は民事部全体のワークショップ等の研究
活動を行い，民事控訴審の運営に関する反省を行い，その改善案を模索してき
た。本稿では，これらの研究活動の内容について，その主な論点を中心として
紹介することとする。
　本稿の議論の順序としては，まず，民事控訴審の構造論に関する韓国国内の
議論を紹介する（Ⅱ）。次に，控訴審でも例外なく重視されるはずの裁判手続
を通じた国民との意思疎通という観点から，口頭弁論等において弁論の充実化

（２）�　李時潤『新民事訴訟法第７版』（2013 年）816 頁ほか。
（３）�　The�word�‘疎通’,�which�is�communication�in�English,�is�made�up�of�two�

Chinese�characters�meaning�'to�open'�and�to�'connect'.�
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を図るために行われる実務上の運用を概観する（Ⅲ）。さらに，第１審手続の
充実化を前提とした審級構造の効率化を図るための控訴審の事後審的運営の必
要性と現況等について検討した上（Ⅳ），新しい形態の合議体の構成と運営が
かような命題にいかに応えているかにつきその現況を簡単に紹介する（Ⅴ）。
最後に，控訴審における弁論の充実化と事後審的運営の必要性，この一見して
矛盾する二つの命題をいかに調和すべきかについて簡単な私見を述べることと
する（Ⅵ）。

Ⅱ　控訴審の構造論に関する議論

　現行民事訴訟法は，控訴審に関して，控訴期間（396 条）（4），控訴方式・控訴
状の記載事項（397 条），第１審の訴訟行為・弁論準備手続の効力も控訴審で
効力を有すること（409 条，410 条），反訴の提起が許されること（412 条）等
を定める一方，弁論に関しては第１審判決の変更を求める範囲に限られると定
めるのみで，控訴理由の制限や控訴理由書の提出の強制等によって控訴審の審
判の範囲を制限したり，弁論の更新権を制限する等の特別の規定を設けていな
い。そのため，現行民事控訴審の構造が事実審，かつ，続審制であることにつ
いては，現在のところ異論が見当たらない。
　ところで，かような控訴審の構造の下では新たな攻撃防御方法の提出が幅広
く認められる結果，第１審の審理が相対的に軽視されるとともに，控訴審の審
理負担の増加，当事者の権利救済や訴訟の完結が遅延されるという問題が生じ
る。そこで，控訴審の審理対象とその基礎をなす訴訟資料の提出を合理的に制
限することによって，第１審を事実審の中心の場として位置付ける一方，第２
審は法律問題ないし事実問題に関する判断の誤りを事後的に審査することに重
点を置くことを可能にする仕組みを模索する必要がある。このような制度的な
転換は単に控訴審の負担軽減という裁判所便宜主義的側面からではなく，限ら
れた裁判所の資源の効率的な配分や真実発見・紛争解決のための審級構造の合
理的な整備という側面から必要とされるものである（5）。
　控訴審の構造をめぐっては，事後審又は制限的続審制が世界的な立法の潮流

（４）�　以下の法律条文は，2002 年１月 26 日に法律 6626 号により改正された韓国
の現行民事訴訟法のそれを指す。

（５）�　柳海鏞「民事控訴審制度の改善方法」司法第６号（2008 年 12 月）78 頁以下。
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であるという点は冒頭で既に触れたところであるが（6），この点についてこれ以
上の詳細な紹介と議論は省略し，以下では，韓国国内における議論を簡単に紹
介することに止める。
　2002 年現行民事訴訟法改正以前の議論について，関連文献をさかのぼって
考察すると，早くは，1994 年司法制度発展委員会で控訴審の事後審化に関す
る提案がなされていた。その主な内容は，第１審において充実した事実審を行
うことによって法的な紛争を第１審段階で終結させるとともに，控訴審は事後
審，上告審は法律審として機能するのが，世界的な潮流であり，上級審の理想
的な構造であるとするものであった。これを踏まえて，1995 年に大法院にお
いて，民事訴訟法改正の着眼点に関する提案をするための特別委員会が構成さ
れ，次のような結論が導かれた。すなわち，控訴審の事後審化の必要性を認め
ると同時に，第１に，相当の経歴を持っている判事が第１審の単独体判事とし
て任命されるべきであること，第２に，第１審は国民の信頼を得られるように
整備されるべきであること，第３に，第１審の集中審理及び適切な控訴理由の
提出を可能にするための弁護士強制主義の導入が必要であること，第４に，擬
制自白事件と理由記載のない少額事件に対する対策が必要であること，であ
る。加えて，法律審の重複を避けるために上告対象を制限すべきことが指摘さ
れた。しかし，これらに対しては，控訴理由を法定化するとともに，控訴理由
書を提出させる一方，判決に影響を及ぼす違反については職権で判断させる補
完策に対する批判，具体的に，擬制自白事件や少額事件に対する特例が必要で
あること，控訴理由書をきちんと作成できない当事者に対する配慮の問題は残
されていること，第１審への差戻しの範囲を広げると結局は当事者の側からし
て裁判遅延であること，また，事後審化を保障するためには証人尋問調書が充
実化される必要があるところ実際はそうなっていない，等の批判がなされてい
た。結局，続審制の構造を維持しながら攻撃防御方法に対する失権効の制裁を
強化することが現実的であるとの結論に至り，この結論をもとに，1999 年に
控訴理由書の提出を義務化するとともに攻撃防御方法に対する失権的制裁を強
化する改正案が一旦作成されたが，最終的な法案の提出までには至らなかった。
　以上のような議論は，2002 年現行民事訴訟法改正以降も継続され，2006 年

（６）�　詳しくは，法院行政部門（［法院行政処］）『外国司法制度研究（11）－各国
の控訴審運営モデル』（2012 年）以下参照。柳海鏞・前掲注 88 頁～ 97 頁に
よくまとめられている。
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司法制度改革推進委員会では控訴審の事後審化が積極的に提案された。具体的
には，控訴審が最後の事実審であること及び当事者本人事件の割合が増加して
いること等に照らすと，現行制度における失権効の厳格な適用には限界がある
が，法曹一元化，大法院改編等の改革が予定どおり進む場合は，第１審裁判を
経験ある単独判事に任せることができるため，最も重要な要件が具備されると
の前提のもとで，控訴理由の法定化及び控訴理由書の導入，控訴審の審判対象
の制限及び失権効の強化，不服の範囲が一定の金額以下である場合は控訴を制
限する制度，控訴受理拒否制度，控訴権濫用における被控訴人の保護制度，控
訴審積極当事者に対する弁護士強制主義の導入を提案するものであった。
　2009 年に至って，韓国民事訴訟法学会においては，上訴審の改善案に関す
る司法政策的研究が行われた。そこでも控訴審の構造改革に関する必要性を再
確認し，第１審の集中的，かつ，効率的な審理の実現，控訴審の負担過重や訴
訟遅延問題の解決が必要であることが指摘された。しかし，控訴許可制を導入
することは裁判権の侵害であるとの批判を免れ難く，控訴審の構造を完全な事
後審へ転換させることは第１審の完全性を保障できる制度的な措置が実現され
ない限り困難であるとされた。その上で，より現実的な対策としては，①控訴
審の審判範囲を制限すること，すなわち，控訴審は控訴理由に基づいて第１審
裁判所が確定した事実関係の正当性を疑うに足りるほどの具体的な理由が認め
るときに限って，改めて事実関係を審査すること，②更新権に関しては，時機
に遅れて提出された攻撃防御方法は控訴裁判所が決定で却下し，控訴裁判所は
控訴理由に基づいて第１審判決の正当性を審査する必要な範囲に限って例外的
に新たな攻撃防御方法の提出を認めること，③控訴理由書制度を導入し，控訴
理由書は控訴提起後 30 日以内で提出しなければならないとするが，その後の
30 日以内における延長を可能とし，控訴理由書では「原判決で行われた事実
確定の正当性を疑わせ得る，新たな事実確定の必要性に関する具体的な根拠を
提示｣ するとともに「新たな攻撃防御方法｣ を明示しなければならないとし，
当該期限を順守しない場合は，決定で控訴を棄却すること（ただし，職権で調
査する事由がある場合はこれに限らない），④控訴審手続では，当事者が弁護
士によって代理されるという弁護士強制主義を導入べきことが提案された（7）。
　今年 2013 年に行われたソウル高等法院民事裁判長のワークショップでは，

（７）�　鄭仙珠 ｢効果的な控訴審運営のための改善方策｣ 民事訴訟 13 巻１号（2009
年）348 頁以下。
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現在の控訴審構造の改善対策についてさらに検討がなされた。その結果，①事
後審へ転換するための要件を具備するために，裁判官の人事構造改編を通じた
第１審担当判事の力量強化及び控訴審以上の上級審における弁護士強制主義の
導入が必要であること，②事後審的要素を部分的，順次に導入することが必要
であり，控訴審の審判範囲を縮小し，控訴理由書の制度を導入することによっ
て失権効の強化及び弁論の更新権を制限すべきであること，の二つの方向で意
見がまとまった。

Ⅲ　控訴審における口頭弁論の充実化―裁判手続を通じた国民
との意思疎通の観点から

１　裁判実務における問題点と反省（8）

　現行の裁判手続と方式は，殺到する事件を最大限に迅速，かつ，効率的に処
理するところに焦点が当てられており，裁判を通じた国民との意思疎通という
点が軽視されている。また，口頭弁論の活性化等裁判所が持続してきた努力に
対しても多くの国民は，裁判において裁判機関と意思疎通ができていないと
思ったり，さらには，裁判が公正でないと思っていることは否定できない。こ
のような裁判に対する当事者の不満と誤解を正確に分析し，裁判手続における
国民との意思疎通を強化すべきことについては，多くの裁判体が共通の認識を
持っている。したがって，裁判手続を通じた国民との意思疎通という観点から
は，裁判実務上は，第１に，法廷中心の裁判の内実化，第２に，当事者の主張
の傾聴，第３に，公正と見受けられる裁判手続の進行，最後第４に，裁判過程
における国民の参加の拡大といった点が強調されなければならない。

２　弁論の充実化を図るための実務運営の具体的な改善策
（１）当事者との早期対面
　事件が特定の裁判体に割り当てられ，当事者が裁判体と初めて対面するまで
には長い時間を要するが，その間裁判体から何の説明もされないと，自分の事
件が裁判体によって軽く扱われていると思われ，当事者の不満が増大する可能
性がある。したがって，早期に第１回口頭弁論又は弁論準備期日を指定し，迅

（８）�　以下の内容は，2012 年ソウル高等法院民事裁判長ワークショップで李載根
判事が発表した報告内容（未公刊）を槪括的に参照したものである。
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速な争点整理等を行うことによって，当事者に裁判体が当該事件を重要視し，
注意深く対処していることを感じさせる必要がある。裁判体の側からみても，
当事者と早期に対面し積極的に意思疎通することによって，事件の難易度や特
性を把握でき，事件分流及び事件処理計画がスムーズに確立する結果，事件処
理の効率性が高まる効果が得られる。
　統計によると，ソウル高等法院の場合これまで，当事者から事件を受け付け
てからおおむね４，５か月が経過した後に初めて裁判体と対面しているようで
ある。未済事件の累積や新受事件のために，第１回期日を計画的に前倒しする
のは極めて困難であるようである。しかし，さまざまな要件が具備されつつあ
り，裁判研究員や裁判所書記官の積極的な協力の下，第１回期日の開催を３か
月以内に短縮することができれば，当事者の満足度は大幅に高まる。早期に第
１回期日を開いた後に，書面による攻撃防御，事実の照会や文書送付嘱託等に
よる証拠手続を履行し，証人尋問準備に所要する期間の勘案や付調停等を通じ
た弾力的な期日運用も可能とすべきである。　
（２）審理計画の樹立と当事者との協議
　裁判所と当事者は，早期の期日で対面し，審理すべき争点について相互に協
議・確定し，詳細な証拠調べ方法ないし今後の期日の運営計画等手続に関して
相互に協議をすることによって審理全般に関わる計画を成立させる必要があ
る。このことは，第１に，事件管理の側面から見て，集中審理を実現するため
の必須の要件であり，事件の効率的な管理を可能にし，不要な主張や証拠の提
出を防ぐことができるため，裁判体の立場からも業務の軽減という利点があ
る。また，審理計画に沿って審理しなければならない責任から事件の放置や遅
延を防ぎ，当事者や代理人が充実した裁判に向けて準備をするように促すこと
ができる。第２に，裁判所と当事者の意思疎通の観点から見て，裁判全般に関
する裁判所と当事者の間の意思疎通が期待でき，当事者に訴訟における単純な
客体でなく主体としての地位を認識させるとともに，当事者との協議に基づく
審理計画の成立によって，当事者の計画順守を促し，手続の予見可能性を高め
るとともに円滑な意思疎通が実現される。
（３）事実認定の過程における透明性を高めるための書証調べの実質化
　書証調べの実質化が有する意味は，裁判所と当事者が法廷で書証調べをする
ことによって，争点となっている書証を当事者や証人に実際に提示し，これを
法廷に顕出させることによって，その記載内容を把握し，争いがある事実との
関連性，証拠の信ぴょう性等を陳述させるところにある。
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　例えば，裁判所は，証拠を申請した当事者に立証趣旨及び自身の立場と根拠
を充分に疎明させた上で，証拠の採否を決定すべきであり，相手方に証拠申請
に関する意見聴取をしなければならない。争点との関連性が不十分であるとの
理由で証拠を却下する場合は，その理由を詳細にかつ親切に説明し，当事者が
不要な疑いや不安感を持たないように，きめ細かく配慮する必要がある。証拠
調べが終わった後も，裁判体の心証形成に影響する過程では，当事者の意見陳
述の機会を保障することによって，当事者の不安を解消し，自らの意見が心証
に影響していると感じさせるようにしなければならない。
（４）裁判官の心証の開示と当事者との交流の活性化（9）

　従来，裁判官の心証を徹底的に開示しないことが裁判の公正性の指標であっ
たが，近時，このような考え方から抜け出して，当事者の主張，立証に関する
裁判体の事実上，法律上の評価や大まかな枠組みを告知することによって，裁
判の透明性を高め，双方の意思疎通を強化する実務運用が必要であることが強
調されている。ただし，裁判官の主観的な認識を開示するよりは，その段階に
おける主張と立証に関する客観的な評価を知らせ，認識されることによって，
当事者に不十分な，又は遺漏があった部分について補充する機会を与える側面
から取り組むべきである。また，心証をそのまま開示するのでなく，事案に関
する客観的な評価をし，当事者が争点をめぐる弁論に充分に集中できるように
促すべきであり，心証開示以降もその後の主張・立証に従い心証が変わる可能
性がある点を明らかにすべきである。このような近時の考え方は，裁判所の一
方的な意思伝達でなく，事件に関する裁判官の認識と当事者の意見を互いに交
換する側面を有するので，心証の交流ということができる。これによって，判
決の宣告前に，当事者に反論する機会を可能な限り充分に与え，不十分な部分
の審理を補完させることによって，審理の充実を図り，その結果，判決内容の
受け入れを促すことができる。注意すべき点は，偏頗性に対して敏感に反応す
る我が国の裁判実務例からして，全ての事件でなく，心証の開示が特に必要で
あると思われる場合に限ってこのように運用すべきであり，心証を開示する場
合でも断定的な表現は謹むべきである。
（５）法廷録音の実施
　既存の調書作成方式は，陳述内容を事後に一体的に整理するか，一部の陳述

（９）�　法院行政部門（韓国語は，「法院行政処」である）｢民事裁判リポート」（2013
年）114 頁。
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内容を省略すること等により行うのが慣行であるため，裁判の透明性が損なわ
れ，国民の懐疑と不信感を招く可能性がある。また，速記官の草案作成，書記
官の録音聴取及び整理から裁判長の最終的な決裁に至るまで，過剰な人力が投
入され，時間が費やされるという問題点が指摘されている。国民との意思疎通
の強化という観点から，裁判の透明性を高め，法廷における言動を改善すると
ともに調書作成の業務を軽減し，これらによって第 1 審の集中審理が図られた
ことを前提に，調書作成に代わって法廷弁論を録音する方策が講じられてい
る。2012 年 7 月よりモデル試行が行われ，2013 年にその範囲が拡大され，全
国の裁判所ごとに少なくとも一つ以上のモデル裁判体が指定され，2014 年２
月までに延長して試行される予定である。アメリカ，シンガポール，ニュージー
ランド等多くの国で弁論調書の作成なしに証人尋問を含めた弁論全般を録音で
代替する方式が採用されており，我が国の試みもこのような世界的な潮流に適
合するものといえる。

３　電子訴訟による法廷環境の変化
　2011 年５月より民事電子訴訟が始まった以来，受理した電子訴訟事件数の
割合は 2013 年現在，合議，単独体又は少額事件を合わせて全体の民事事件の
42.4％を占めており，緩やかな上昇の傾向を示しながらも定着しつつある。全
国の高等法院の控訴審において受理した電子訴訟事件数の割合は 22.8％であ
る。電子訴訟の導入によって既存の紙媒体記録事件と比べて法廷におけるマル
チメディア資料等を通じたより生き生きした弁論が図られる可能性が高まって
おり，実際上も弁論がうまくいっている。ただし，そのような過程では弁論能
力が華麗な視覚的資料を利用できる金銭的能力によって代替される等により，
裁判体の認識を誤った方向に導く懸念があるとの指摘もある。
　民事電子訴訟が導入されてから２年が経過した現在，開廷前の準備作業とシ
ステム起動時間や電子記録閲覧時間，映像又はマルチメディアの活用と弁論等
によって，審理事件が逆に延長された問題があるが，全体的に見て口頭弁論の
ためのより適切な環境が整えたといえる（10）。法廷における弁論は民事訴訟の手
続的・実体的正義を実現するところにあり，口頭弁論はまさにこのような目的
を実現するための方法であるところ，電子機器は，このような口頭弁論の充実
化と争点の把握により真実を発見できる道具として使用されるべきであるとい

（10）�　ソウル地方法院「民事電子訴訟のガイドライン［裁判官用］」（2013 年）99 頁。
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う点を強調したい。
　具体的に，電子訴訟がもたらした変化をみると，従来民事訴訟における証拠
調べは主に紙媒体の書類で提出された書証の原本を対象としていたのに対し
て，電子訴訟は「電子文書」を導入し電子文書自体を証拠調べの対象としてい
る点等が挙げられる。このような電子文書では文字情報のみならず，「音声や
映像等の情報」も含まれており，初めから電子的な形態で作成された狭い意味
での電子文書のみでなく，当初は電子文書でない書類を事後にスキャンして電
子的に変換させた文書（「電子化文書」という）も含まれる。他方，電子文書
は民事訴訟手続上の文書と同一であるため，文字や音声・映像等が含まれる電
子文書自体が証拠調べの対象となる（11）。証拠調べの方法も従来は映像等につい
て検証を実施したが，電子文書についてはこれを聴取するか視聴する方法に
よって行われる。
　なお，交通事故の場合，現場説明のための写真のみでは現場の構造や状況等
を全部把握することが困難であるので，法廷でインターネット検索やフォトサ
イトを開き，事故現場を，Street�View 又は Road-View を見ながら当事者に現
場を説明することによって，充実な弁論が図られている。

４　控訴審における第１審の弁論の結果の陳述
　法 407 条２項は，当事者が第１審の弁論の結果を陳述しなければならないと
定めている。これは，控訴審で直接主義の要請を満たすためである一方，第１
審の弁論終結時における訴訟の状態をまとめて控訴審に上程する意味合いを有
する。もっとも，第１審の弁論の結果を陳述する方法については具体的な定め
がなく，実務上も第１審における弁論の結果の陳述は無意味な重複と考えて形
式的にしか行われない事例がなくもない。この点，当事者の側から見れば控訴
審の裁判官が事件を正確に理解しているかについて不安を抱いていることもあ
るので，第１審における弁論の結果の陳述の実質化を図る必要がある（12）。そこ
で，2007 年に改正された民事訴訟規則においては法 127 条の２が新設され，
控訴審における第１審の弁論の結果の陳述は，当事者が事実上又は法律上の主
張，整理された争点及び証拠調べの結果の要旨等について陳述する方式か，裁

（11）�　したがって，従来の紙媒体記録上の「書証目録」を「書証等目録」に変更し，
書証等に準じる映像ファィル等電子文書についても，書証と同一の目録を使
用している。

（12）�　法院行政部門（［法院行政処］）｢改正民事訴訟規則解説」（2007 年）55 頁。
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判所が当事者に該当事項を確認する方式で行うことができるとされた。これに
よって，当事者が裁判所に対して弁論の結果を陳述する方式，又は裁判所が当
事者に該当事項を確認する方式の双方が可能となった。

Ⅳ　控訴審の事後審的運営の必要性と現況

１　控訴審へ後回しする現状と問題点
（１）統計からみる控訴審へ後回しする現状

処理期間 第１審合議 高等（控訴） 高等―第１審合議

2001 年 280.5 日 266.5 日 -14 日

2002 年 301.3 日 272.6 日 -28.7 日

2006 年 261.6 日 266.4 日 4.8 日

2007 年 273.1 日 282.8 日 9.7 日

2008 年 251.2 日 276.9 日 25.7 日

2009 年 224.2 日 250.6 日 26.4 日

2010 年 228.8 日 241.1 日 12.3 日

2011 年 236.2 日 257.6 日 21.4 日

　以下の図から見るように，2006 年以降，控訴審における事件処理の期間が
第１審における合議による事件処理の期間より長くなっている。このような現
象は決して望ましくなく，比較法的に見ても異例である。このように事件を控
訴審へ後回しする現状は，控訴審の負担を重くし，控訴審が本来の役割を果た
すことを妨げると同時に，大法院の大幅な事件増加を招き，大法院が政策裁判
所としての役割を果たすことを妨げているとの批判が多い。（15）（16）

（13）�　2009 年における処理期間の全体的な短縮は，弁論準備手続中心主義から弁
論期日中心主義に転換した 2008 年末の民事訴訟法の施行による結果である
ようにみえる。すなわち，第１審も第 2 審も弁論期日を開くことを原則とす
るものによる結果である。

（13）（14）
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区分 受付 処理 未済

2006 年 8,859 8,655 3,576

2007 年 9,278 9,880 2,993

2008 年 9,975 9,997 2,971

2009 年 10,704 10,458 3,217

2010 年 11,006 10,636 3,581

2011 年 11,500 10,783 4,298

（２）事後審化の必要性
　事後審化の必要性として，第１審の事実認定を尊重する必要性が挙げられ

（14）�　法 258 条１項：裁判長は第 257 条１項及び２項に基づいて弁論せず判決を
する場合以外は，すみやかに弁論期日を定めなければならない。ただし，事
件を弁論準備手続に付する必要がある場合はこれに限らない。第２項：弁論
準備手続が終結したときは，すみかに弁論期日を定めなければならない。�
　改正前 257 条第１項：裁判長は第 257 条 1 項及び 2 項に基づいて弁論せず
に判決をする場合以外は，すみやかに弁論準備手続に付さなければならな
い。ただし，弁論準備手続を経る必要がない場合は，これに限らない。第 2 項 :
第 1 項但書に該当する場合又は弁論準備手続が終結した場合でも速やかに弁
論期日を定めるとともに当事者にこれを知らせなければならない。�
　以上の改正は，弁論準備手続を過度に強調すると手続の中心が弁論手続か
ら弁論準備手続に移行してしまう点及び弁論準備手続は本人訴訟において実
行性がない点が考慮されたものであり，そのねらいは，改正によって弁論期
日中心で手続を進行させ，事件の迅速な処理を図りたいところにある。

（15）�　李時潤・前掲注 832 頁。
（16）�　我が国と同様に原則として続審制を採用している日本では，裁判実務上控

訴審の事後審的運営が強く推進された結果，このような運営が現在ほぼ定着
されているとみられている。2009 年の統計によると，日本全国の地方裁判
所及び高等裁判所の控訴審で終決に至った事件のうち，口頭弁論が一回の期
日で結審した事件は全体の 60％に達している。申元一「日本の裁判所の審
級に関する研究ー民事控訴審を中心として｣ 裁判資料 124 巻（2012）158 頁，
司法研修所編「民事控訴審における審理の充實に關する硏究」（2004）6 頁，
鄭仙珠「効果的な控訴審運営のための改善方法」民事訴訟 13 巻１号（2009）
351 頁。



148 比較法学 48 巻 2 号

る。すなわち，実体的真実発見のためには証人の記憶が正確で証拠が逸失され
る前である第１審段階において徹底的に事実審理を行う必要があり，直接の証
拠調べをしない控訴審において新たな事実認定がされるのは実体的真実発見に
とって効果的でない。次に，第１審の充実化が図られることを前提とすること
ができれば，控訴審で無制限に新たな主張と証拠の申請を許容するのは，体系
的，かつ，能率的な審級の構造と言うことができないからである。ここで何よ
りも強調されるべきものは，控訴審の事後審的運営の前提が第１審の充実化で
あるという点である。
（３）現行法における事後審的運営と関連規定
　現行法では，新たな資料の提出が無制限に提出されることを防ぐために，適
時提出主義（146 条），攻撃防御方法の提出期間を制限する裁定期間（147 条），
時機に遅れた攻撃防御方法の却下（149 条）及び弁論準備手続終結後の効果（285
条），等の規定が設けられている。また，控訴の趣旨を明らかにさせるために
第１審判決において事実認定に誤りがある部分又は法理の誤った適用，控訴審
で新たに主張する事項，申請する証拠・その立証趣旨及びこれら主張・証拠を
第１審で提出できなかった理由を控訴状又は控訴審で初めて提出する準備書面
で記載することを求める規定（規則 126 条の２）等が設けられている。しかし，
実務上は，かかる規定が適切に適用されていないこと等から，第１審裁判は控
訴審へ移行するための通過審にすぎないと言われている。（17）

２　適時提出主義と失権効
（１）適時提出主義の採用
　2002 年に民事訴訟法を改正するとき，旧法の随時提出主義（18）を放棄し，攻
撃防御方法を訴訟の進行状況に従って適時な時機に提出しなければならないと
いう適時提出主義（19）が採用された。適時提出主義は，第１審のみならず控訴
審でも当然に準用されるので（408 条，146 条），控訴審の事後審的運営の関係
でまず考慮されるべき事項である。このような適時提出主義の理念は，裁定期

（17）�　鄭仙珠「効果的な控訴審運営のための改善方法」民事訴訟 13 巻１号（2009
年）351 頁。

（18）�　旧民事訴訟法 136 条（随時提出主義）：攻撃又は防御の方法は，特別の規定
がなければ弁論の終結まで提出することができる。

（19）�　法 146 条（適時提出主義）：攻撃又は防御の方法は，訴訟の進行に応じて適
時な時機に提出しなければならない。日本民事訴訟法 156 条も参照。
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間（147 条），時機に遅れた攻撃防御方法の却下（149 条）及び弁論準備手続の
終結後の効果（285 条）等の規定により具体化されている（20）。以下では，これ
らいわゆる失権効にかかわる諸規定を控訴審の事後審的運営という観点から詳
しくみることとする。
（２）裁定期間制度
　裁定（決定）期間制度とは，当事者が特定した攻撃防御方法を適時に提出す
るように，裁判長は提出期間を決定する一方，期間内に提出できず期間が途過
すれば当該攻撃防御方法を提出することができないとするものであり（147
条），適時提出主義を貫徹するための事前誘導策である（21）。この制度は，裁判
所及び当事者の約束違反を理由として失権効の効果を付与するものとして，実
務において，手続上の協議に従わない当事者に対する制裁手段として当事者に
よる抵抗を減らするとともに，実際的に活用できる有効な手段であり，とりわ
け，控訴審における代理人の変更又はそれに伴う新たな攻撃防御方法の提出の
必要性が主張される場合に有用な制度である。同制度は，実務上，裁判体によ
るより積極的な活用が期待されている。
（３）時機に遅れた攻撃防御方法の却下
　当事者が適時に事実及び証拠資料を提出しないか，その要旨が明白でない場
合は，審理の促進と弁論の集中を図ることが困難となる。そこで，法 149 条は，
当事者が故意等によって遅れて攻撃防御方法を提出したり，必要とされる説明
の遅延又は欠如等によって訴訟手続の遅延を招く恐れがある場合に，裁判所
が，当該攻撃防御方法を却下し審理しないと決定することができるとした。
　同条は，適時提出主義の違反に対する事後的な制裁であり，訴訟活動に怠慢
した者を保護しない典型的な例に該当する（22）。以下では，実務運営上のいくつ
かの論点を概観し，とりわけ，控訴審における同主義の活用について検討する
こととする。
　①　法 149 条の適用範囲
　法 149 条は，通常の民事訴訟及び職権探知主義が適用されない家事訴訟，保
全命令手続に適用される。弁論準備手続においても理論的には適用されるが，
実務上は，弁論準備期日が終結する前に失権効規定によって攻撃防御方法が却

（20）�　李時潤・前掲注 330 頁。
（21）�　李時潤・前掲注 330 頁。
（22）�　李時潤・前掲注 331 頁。
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下されるのは一般的でない。弁論準備期日が終結した後は，法 285 条が 149 条
に優先して適用される。
　②　却下の対象
　これには，主張，否認，証拠方法（唯一の証拠方法をも含む），訴訟要件の
存否にかかわる陳述（職権調査事項は除外）等の攻撃防御方法が含まれる。こ
れに対して，請求の変更，反訴，中間確認の訴え等は，それ自体が申立てに該
当し，攻撃防御方法でないので，却下の対象とならない。また，補助参加の申
立て，独立当事者参加の申立て，職権調査事項，法律上の陳述等も，失権を理
由に却下することはできない。
　③　法 149 条１項による却下

（ア）攻撃防御方法の却下の要件について
　この点に関しては，第１の要件は，攻撃防御方法の提出が時機に遅れた
ことであるが，その具体的な意味は，訴訟の具体的な進行状況に照らして
実際に提出されたことに比べて前における提出を期待できる客観的な状況
にあったことである。実務上，次のような判断基準時が示されている。
　・弁論期日又は弁論準備期日における争点の確定と証拠の整理が完了し
た時，とりわけその要旨の調書が作成された時
　・一定の事項に限ると口述弁論が制限されていた場合に，制限された事
項についての審理が終結した時
　・期間を定めて特定の事項について提出を促した時
　・裁判所が以前釈明を行ったが当事者にそれに応じなかった時
　・口述弁論終結期日に関して，当事者と裁判所との間であらかじめ，明
示的又は黙示的な取り決めがあった時

　請求の変更等の場合は，原則として請求変更の時点を基準として判断する。
ただし，請求の変更は請求の基礎に同一性がある場合に限って許されるため，
請求の変更前に提出を期待できたはずの攻撃防御方法は，旧請求の提訴時点を
基準として判断すべきである。
　補助参加人が提出した攻撃防御方法は被参加人を基準として判断すべきであ
り，訴訟承継人が提出した攻撃防御方法は従来の訴訟と関係なく判断されなけ
ればならない。
　なお，控訴審では第１審の経過も考慮しなければならないところ，新たな攻
撃防御方法の提出を広く許容する現在の実務に対しては，続審制を採用した現
行法に適合せず，とりわけ，訴訟の争点を控訴審へ後回した結果，訴訟遅延を
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招いているとの批判がある。差戻し審では差戻し前の手続の全体の経緯を考慮
して判断するのが原則である。

　第２の要件は，故意又は重大な過失の存在であるが，提出が時機に遅れたこ
とが認識されていれば十分であり，訴訟の完結の遅延の有無等についてまで問
題とすべきでない。実務上は，故意についての判断に当たって，次のように処
理がなされている。すなわち，①当事者の法律知識の程度及び弁護士代理の有
無が考慮されており，②訴訟代理人の故意等も当事者の故意等と同じく扱われ
ている。③当事者が欠席を繰り返した場合，欠席に対する故意等の有無を審理
すべきであるとの立場と欠席だけで重大な過失があったと事実上推定されると
の立場に分かれる。④ある攻撃防御方法が奏功しなかったことが判明した後に
別の攻撃防御方法を提出するのは，それが合理的な訴訟戦術による措置である
と認めるときは，故意等は否定されるべきである。⑤控訴審における方針転換
に伴う新たな攻撃防御方法の提出に関連しては，第１審の結果を予想できな
かったことによるものであることについて当事者の重大な過失が存在するか否
かを審理しなければならない。⑥裁判所の釈明行使が適切に行われなかった場
合は，攻撃防御方法の提出が遅れても当事者の故意等を認定することが困難で
あるため，適切な釈明権の行使等の訴訟指揮が必要である。
　攻撃防御方法の提出が客観的に時機に遅れたものであると認定されれば，事
実上重大な過失が推定されるので，提出者が，重大な過失がないことを証明し
なければならない。

　第３の要件は訴訟の完結の遅延であるが，もっぱら遅れた攻撃防御方法の審
理のために新たな期日が必要である場合は，訴訟の完結が遅延されたと言える
が，別の事項の審理のために再び新たな期日が必要がである場合は，これに限
らない。
　訴訟の完結の遅延は相当の遅延に該当するものであり，事件の重大性，当事
者の有責の度合い及び当事者間の公平等を総合的に考慮して判断されるもので
ある。遅れた攻撃防御方法が提出された期日に完了できるが，期日に必要な時
間が長くなるだけである場合は，訴訟の完結の遅延とみなすのは困難である。
他方，事実上の主張や抗弁等に対して，その立証のために又は相手方の反対主
張や再抗弁のために新たな期日が必要である場合は，遅延が生じたとみなすべ
きである。相手方が事実上の主張等を支える主要事実を自白したり書証の真正
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成立について争いがなく反証も提出しない場合は，遅延が生じないとみなすべ
きである。また，従来の証拠調べの結果や弁論全体の趣旨から見て事実の存否
が認定される場合や即時に調べることができる証拠方法による証明がある場合
も，同様である。証拠方法の申請が期日で行われた場合は，その証拠方法を該
当する期日で調べることができるときでも遅延は生じないが，相手方による反
対尋問の準備や反証の提出をするための期日の続行が必要である場合は，遅延
があったとみなすべきである。
　控訴審における新たな攻撃防御方法の提出に関連して，控訴審で他の事項の
審理と並行して新たな攻撃防御方法を審理することができる場合は，訴訟の完
結の遅延は生じない。第１審で時機に遅れた攻撃防御方法でも控訴審の最初の
期日で提出される場合は，同様の理由でその提出が認められることがある。攻
撃防御方法の却下の裁判は，その裁判にかかわる審級に限って効力を生じるか
らである。

（イ）却下の手続
　却下は，裁判所が職権でするのが原則であり，相手方は申立権を有する。
却下の要件の存否は，裁判所の職権調査事項であり，その要件の存否につ
いては証明が必要であるが，証拠調べなしに自由な心証でも十分であると
いうのが実務上の見解である。却下の要件が具備されたとき，裁判所には
却下するか否かについて裁量権がある。却下決定は終局判決の理由中で判
断してもよいし，独立した決定の場合は，弁論調書に記載してもよい。攻
撃防御方法を却下する決定は，実体的問題の判断に重要な影響を及ぼすた
め，裁判所は決定の却下要件の具備を認めるに当たって，心証形成の理由
を明らかにするのが望ましい。

　④　法 149 条２項による却下
（ア）却下の要件について
　却下の裁判所が釈明権を行使したにもかかわらず，攻撃防御方法の趣旨
が不明であり，当事者が必要な説明をしないか説明期日に出席しないこと
が必要とされる。実務上は，当事者が説明しないか，期日に欠席したこと
について故意や重大な過失があることが必要とされている。

（イ）実務上の具体的な運用方法に関する検討
　攻撃防御方法の趣旨が不明であるため，相手方が答弁することができず，
証調べも行うことができないときは，直ちに却下することができる。これ
に対して，相手方の答弁がある程度可能で，争点も定まったため弁論終結
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期日まで攻撃防御方法の趣旨を明らかにすることが期待できるとき，又は，
別の事項の審理のために続行期日が開かれればその期日に当事者が出席し
て説明することが期待できるときは，法 149 条２項に基づいて却下するこ
とは不適切であると考える。法 149 条２項は，攻撃防御方法のうち事実の
主張，抗弁，再抗弁等に適用するものであり，証拠申請に適用されないこ
とは明らかであるからである。

（４）弁論準備手続終結の効果（285 条）による失権
　①　却下の要件に関連して
　弁論準備手続の終結後の効果について定める法 285 条は，弁論主義との関係
で適用されるものであり，職権探知主義が妥当する手続には適用されない。失
権の対象は攻撃防御方法であり，法 149 条１項と同様である。
　ただし，提出によって訴訟を顕著に遅延させるものでない場合，弁論準備手
続で提出できなかったことにつき重大な過失がないことを疎明できた場合，又
は，職権調査事項に該当する場合や訴状や弁論準備手続前に提出した準備書面
で記載された事項である場合は，法 285 条の規定は適用されないとみるべきで
ある。
　顕著な遅延とは，遅延の程度が大きい場合を指す。149 条の適用範囲と比較
してその遅延の程度が重いため，285 条の下で許容される攻撃防御方法でも法
149 条１項の下で却下されることがあり得るので，弁論準備手続終結後の手続
においても法 149 条１項が適用される余地がある。これに対して，法 149 条の
遅延も単純な遅延でなく相当な遅延であると解すれば，両者の意味が同一にな
るので，弁論準備手続終結後の手続において法 149 条１項が適用される余地は
なくなる。
　重大な過失の不存在に関連して，実務上，弁論準備期日において裁判長が適
切な釈明権を行使したならば攻撃防御方法も提出できた場合は，当事者の重大
な過失が否定されているようである。
　②　法 285 条２項（23）による法 276 条の適用
　法 285 条１項による失権を免れた攻撃防御方法でも，相手方が出席しない弁
論で提出したい場合には，口頭弁論のための準備書面にこれを記載しなければ

（23）�　法 285 条（弁論準備期日を終結した効果）２項：第１項の規定は弁論に関
して 276 条の規定を適用することを妨げない。�
法 276 条（準備書面不記載の効果）：準備書面に記載しない場合は弁論で主
張することはできない。但し（以下略）。
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ならない。
　③　失権の手続
　法 149 条との均衡上，相手方は攻撃防御方法の却下を申請することができる
と解する余地があるが，この場合でもその効果の発生は相手方の申請を要件と
するものでない。手続的保障の視点からは，攻撃防御方法を排除するときは，
その趣旨の裁判をしなければならないと解される。法 285 条の文言からする
と，裁判所は却下するか否かについて裁量権がなく，その要件が具備されない
申請に対しては申請を却下する決定をするのが望ましい。法 285 条による失権
の効果は，控訴審にも当然に及ぶ。
（５）失権規定の適用の実務と改善方法（24）

　①　実務上失権規定が適切に機能しない理由について
　まず，現行法自体にその適用を妨げる要因が存在する。すなわち，故意等主
観的要素が失権の要件とされているため裁判官の裁量が幅広く，また，控訴審
で第１審の進行経過を判断して失権規定を適用するのは困難であり，さらに，
更新権に制限がなく第１審で却下した攻撃防御方法でも控訴審でその提出が認
められるため，第１審の裁判官は失権規定の適用に躊躇しているとされてい
る。次に，裁判所の立場に着目すると，裁判官は訴訟の促進よりも裁判の正当
性を重視し，訴訟代理人の不誠実による不利益を当事者に負担させることに違
和感を覚えていること，また，裁判官が訴訟進行の段階に応じて適切な訴訟指
揮や釈明権行使をできなかったこと，等が失権規定の適用を妨げる要因として
挙げられている。なお，当事者と訴訟代理人が十分な事前調査をしていないか，
そのような事前調査をできる能力を有していないことも同じく要因として挙げ
られている。
　②　失権規定の望ましい運用方法
　以上のような現象に対しては，まず，次のような評価がなされている。すな
わち，失権は実体的真実の発見の妨げになるため，現在の実務はやむを得ない
側面があり，失権規定を適用しなくても規定の存在のみでその意味があり，そ
れによって実際の訴訟に影響を及ぼしていることだけで十分であるとされてお
り，これが現在の支配的な見解である。この見解によれば，当事者と訴訟代理

（24）�　以下，ソウル高等法院の李均龍部長の 2011 年６月 13 日に作成した，「適時
提出主義と訴訟実務の運用方法の―失権規定の解釈論をもとにした運用方法
資料集』（未公刊）71 頁以下，民事裁判リポート 35 頁等参照。
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人において十分な事前調査をする傾向が形成され，裁判所も適切な訴訟指揮を
行使できる等の要件が具備されれば，失権規定を積極的に適用すべきであると
する。また，前述の要件が具備されれば時機に遅れた攻撃防御方法は実体的真
実の発見に必要でなくなる可能性が高まるので，裁判所も裁判の妥当性を心配
せずに失権規定を適用することができるとする。
　他方では，失権規定が機能するように，訴訟実務上の運用方法として，次の
ような対策が提案されている。
　まず，事件の要件事実と主要事実，間接事実で重要な事実は何かを適切に把
握し，適切な訴訟指揮，釈明権を行使することが必要である。裁判所の訴訟指
揮，釈明行使が不適切な場合には，失権規定の適用が困難である。
　次に，弁論準備手続を実施する場合は，争点と証拠の整理を確実に行い，争
点を明白に調書に記載すれば，失権規定の無理のない適用が可能であるが，新
たな攻撃防御方法の却下に関してはやはり訴訟手続の有する流動的，発展的な
特徴を考慮して判断しなければならない。集中証拠調べに入る前には，証明す
べき事実について裁判所・当事者間で相互に確認することによって，立証主題
に関する共通の認識を得る必要がある。その前提としては，当事者の主張が実
体法的に必要的かつ十分に行われるべきであり，裁判官による法律問題の検討
もそれまでに終わらせなければならない。また，裁判所は個別事項・特別事項
についての主張の提出，証拠の申請に要する期間を定める方式で，実務運用を
改善すべきである。

３　控訴理由の提出
　法 397 条２項は，控訴状の記載事項として第１審判決の表示とその判決に対
する控訴の趣旨を記載すべきことを定めている。控訴の趣旨をより明らかにす
ることによって，控訴の趣旨を中心に，争点をめぐって控訴審を運営すること
ができれば，より迅速かつ充実した控訴審の審理が可能である。そこで，2007
年改正民事訴訟規則 126 の２条では，控訴人の準備書面に記載すべき事項が定
められている。
　第１審ですでに両当事者の主張と証拠について充実した審理がされた以上，
控訴審では控訴の趣旨である争点をめぐって迅速かつ集中した審理を行う必要
がある。そこで，控訴人は，控訴状又は控訴審で初めて提出する準備書面に，
第１審判決における事実認定の誤りがある部分又は法律の適用の誤りがある部
分，控訴審で新たに主張する事実及び新たに申請する証拠・立証趣旨を明らか
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にする必要がある。さらに，控訴人は控訴審で新たに主張すべき事実及び証拠・
立証趣旨を明らかにしながら，当該主張及び証拠を第１審で提出できなかった
理由を明らかにしなければらならない。
　控訴人が控訴状又は控訴審で初めて提出する準備書面等の記載事項を充実に
記載することによって，控訴審で控訴人が認める事実とそうでない事実及び今
後の立証計画を把握することができ，その結果争いのある事実を中心に審理を
集中させることができるのである。また，控訴審で新たな事実及び証拠を提出
する場合には，第１審で提出できなかった理由を明らかにすることによって，
第１審における証拠の早期かつ一括的な提出を可能にするとともに，失権効の
制裁を強化する基盤が整えることができる（25）。
　もっとも，上記規則の規定が導入された後も，代理人を含めた訴訟当事者の
認識不足や準備不足及びそれに伴う裁判所の強力な措置の採用に対する躊躇等
により，同規定が実務上定着していないようである。事件が実際に受理されて
から新受事件の期日が開催されるまでに，準備命令等を通じて分量を制限した
総合的な準備書面を提出させ，その書面に整理された既存及び新規の主張のみ
を維持し，残りを撤回する試みもみられたが，効果的な制裁がないため，実効
性が乏しかったようである。
　立法論としては，控訴理由書の提出が強制されるべきであり，上告理由書に
近付く程度のものの記載事項を求めることによって，控訴審における審判範囲
の明確化，争点整理の容易化を図り，控訴審の迅速化，充実化を実現すべきで
ある（26）。

Ⅴ　新たな形態の合議体の構成と運営状況

１　新たな高等法院判事から構成された新形態の合議体
　2011 年２月 28 日，大法院が大法院裁判官人事規則 10 条（27）に基づいて高等

（25）�　法院行政部門（「法院行政処」）「改正民事訴訟規則解説」（2007 年）53 頁，
54 頁。

（26）�　鄭仙珠・前掲注 365 頁。
（27）�　第 10 条（高等法院判事の任命）：１項　高等法院（特許法院を含む。以下

同様）判事は，相当の法曹経歴を有する者から志願を受けて命ずる。２項　
１項に基づいて高等法院判事を任命するときは，裁判官人事委員会の審議を
経なければならない。
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法院判事という新たな職位に該当する職が新設され，全国高等法院に高等法院
判事が配置されて以来，現在，高等法院には，55 名の高等法院判事が 28 の裁
判体（28）に配置，勤務されている（29）。
　高等法院判事が配置された高等法院の合議体の運営は，裁判体自らが裁判手
続の進行に積極的に参加し，実質的な合議を経て事件を処理できるようにする
ところにその目的がある。すなわち，主審判事の役割の強化と実質的な合議を
実現できる「対等合議体」を目指している。対等合議体というのは，単純に法
曹経歴が対等であるとの意味を超えて，合意体の裁判業務の分担と割合が対等
であると理解することができる（30）。

（28）�　2013 年現在，高等法院合計 33 の民事部のうちの 16，12 の刑事部のうちの
６，11 の行政部のうちの６が新たな形態の裁判体である。

（29）�　高等法院判事は，従来の規定に従って高等法院陪席判事になった判事より
法曹経歴が２年～５年長く，中には１年～２年間地方法院部長判事として勤
務した経歴を有する方もいる。

（30）�　具体的にみると，以下の内容を含む。①理想的な合議体の姿の追求：対等
合議体が合議体の運営の原則的姿であるが，現実的に高等法院部長判事と陪
席判事の地位と役割には相当な格差があるので，長期的に解消する方向で努
力しなければならない。②合議体で運営すべき控訴審：控訴審を合議体で構
成するのが先進国法体系で見られる普遍的な現象であるが，合議体はその構
成員である裁判官の能力と経歴に依拠するよりは合議体として機能を発揮す
るところに意味があるので，合議体からなる控訴審の実質に合う運営が必要
である。③控訴審判決に対する権威と信頼を深める必要性：控訴審の権威と
それに対する信頼が高まると，上告率の抑制等により理想的な審級体系を築
き上げることができるが，そのためには３人の裁判官が実質的に対等合議を
経て下した結論であることを外部に向けて強調しなければならない。④長期
的な制度として，現行裁判体の構成方式の限界：高等法院の陪席裁判官は２
年～３年間の比較的短期間において任命されるため，現在のような役割を無
難にこなせるが，裁判官の二元化によって高等法院判事になった場合は長期
的に高等法院の陪席判事のような役割を期待するのは無理がある。⑤裁判官
二元制度の定着の必要性：高等法院判事になってからも長期間現在の高等法
院陪席判事と同じような役割を求めることになれば，裁判官二元化がうまく
定着されることが困難であるので，高等法院判事の役割の強化をするための
措置が必要である。⑥高等法院の資質の特性に対する配慮：高等法院判事は
相当の経歴を有する者であり，地方法院判事の中で適任と評価される者が高
等法院に配置されるので，現在の高等法院陪席判事とはまったく異なる役割
が期待できる。法院行政部門（「法院行政処」）政策室「裁判官人事二元化に
伴う高等法院判裁判体運営方式に関する報告書］（未公刊）（2010 年 12 月 27
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　このように，高等法院判事が一旦裁判体に配置されると，通常より２年～３
年長く当該裁判体で勤務することが原則である（31）

　ところで，高等法院判事の制度はかねてより論じられてきた裁判官人事の二
元化の制度と関連がある。すなわち，1993 年司法制度発展委員会による控訴
審強化に関する建議から 2004 年 11 月 15 日司法改革委員会に至るまで，数回
にわたって，下級審の強化の一環として経歴を有する者から控訴審裁判官を構
成する方法が論じられてきた。上記司法改革委員会の会議で採択した建議書に
よると，①長期的に，審級別で資格が区別される裁判官から第１審裁判官と控
訴審裁判官を構成する制度を志向し，第１審裁判官の資格に比べてより多い法
曹経験を有する者から控訴審裁判官を選抜し，究極的に控訴審は事後審的機能
を担当できるようにすることが必要であり，②第１審における単独制の占める
割合を高めるとともに控訴審裁判体は対等の経歴を有する裁判官から構成する
方向を目指し，主な争点に関しては判決書に少数意見を記載できるようにする
のが望ましいとされている（32）。2012 年 11 月 12 日大法院の裁判官人事制度改善
委員会第 12 回会議でも，現行の高等法院部長判事制度の問題点の解消，中堅
裁判官の中途辞職の防止，全面的な法曹一元化への準備及び高等法院判事の専
門化等のために導入された裁判官人事二元化制度は，裁判官終身制等司法府の
政策の方向に適合し，理想的な審級構造改編の土台になるので，今後も持続的
に推進するのが望ましいとされた。その上で，かような裁判官人事二元化がう
まく定着するためにも，実質的に対等する合議体の運営等が必要であるとされ
た。

２　新たな形態の合議体の運営
　2011 年４月，新たな形態で構成された高等法院合議体の運営マニュアルが
作成された。その具体的な内容は以下のようであるが，具体的な実務の運営は，
裁判体の業務量の多少に応じて裁判体ごとに差異があるようである。
（１）裁判体の構成員の役割の変化
　新受事件の受付段階から法廷の弁論に至るまで主審裁判官の積極的な役割を

日）参照。
（31）�　「高等法院合議体の運営に関するガイドライン」裁判例規 1332 号（2011 年

3 月 14 日）
（32）�　司法改革委員会資料集第 14 回～ 27 回会議資料（Ｖ），法院行政部門（［法

院行政処］）（2005 年）121 頁以下。
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強調し，裁判長にも事件を割り当てるが（現在の事件の７分の１を割り当て
る），主審裁判官の役割を強調するだけに主審裁判官の業務負担も軽減されな
ければならないし，非主審裁判官にも事件関係の情報を効率的に提供すること
によって合議に実質的に関与できるようにしなければならない。
（２）期日指定と事件管理について
　合議体において裁判長が単独で事件全体を管理する従来のやり方を変更し，
第１回期日指定，期日続行の有無，弁論終結と裁判宣告期日の指定及び弁論再
開等において，主審裁判官が手続初期から実質的に関与し，事件管理を分担す
る形で運営しなければならない。
（３）主審裁判官の役割強化と事件要約書の作成・配布
①　三者合議のための努力の強化と主審裁判官の役割
　現行の法院組織法７条（審判権の行使）３項，66 条（合議の方法）におい
ても，合議体構成員は実質的に対等する合議を経て審判するのが原則であると
されている。ところが，従来，合議体においては，裁判長が新事件の検討・事
件の分流，期日指定，法廷の進行，各種証拠の採否決定，弁論の続行及び終結
の有無等の手続進行を主に担当し，陪席判事達は準備期日や調停期日進行等の
手続進行の一部をも担当するが，主として弁論終結後の判決書の作成業務を担
当する役割に重点が置かれていた。このような業務分担の方法により裁判体が
運営されたため，自ずと手続形成の主導権は裁判長の方に与えられ，陪席判事
は弁論終結後の判決書作成等それぞれ自分が主審となる事件の処理に重点が置
かれた結果，非主審陪席判事が自らが主審でない事件の内容をあまり把握でき
ていない問題が生じた。他方，記録に頼る裁判から法廷中心の口頭裁判に次第
に移行したものの，それだけでは非主審判事の合議への実質的な関与を実現す
るには限界があるため，法廷期日前から予め事件の内容を把握しておく必要が
あった。裁判長も従来と異なり一部事件の主審を担当したことにより業務負担
が増加したため，事件把握に当たって主審裁判官から助言を得る必要がある。
要するに，合議体構成員全員が裁判の手続形成過程と結論を導き出す過程に積
極的に関与できるように，裁判関連情報を共有する必要がある。
②　事件要約書の作成及び配布
　主審判事は非主審判事の手続関与を促すために，事件に関する理解を深める
よう事件関連情報を圧縮して効果的な方法で非主審判事に提供する必要があ
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る。そのためには，事件要約書の作成・配布を原則とすべきである（33）。このよ
うな事件要約書は，第１回期日前に作成し，事件合議前に配布されるのが望ま
しい。その内容としては，第１審事件番号，裁判体，受付日，宣告日等基礎的
な情報，原告の請求原因，被告の抗弁，第１審進行経過（第１審の争点，証拠
関係，判断等），控訴理由・答弁，記録検討結果・意見，事件分流・今後の審
理計画等が含まれる。
（４）合議強化のための努力と新事件のための（事前）合議
　合議体の構成員間では，事件に関する情報を共有し，今後の手続関与の基礎
となる新事件のための合意を行わなければならない。運営の現状は，主審判事
が事前に配布した事件要約書をもとにした事件概要，事件分流結果と事件処理
方向，争点事項と追加審理計画等主要な事項を説明し，裁判長や非主審判事と
意見交換をする方向で進められている。時間が伸びすぎないよう，簡単な事件
の場合には簡単に結論を中心として合議するか，事件要約書に主審判事の意見
を表明し，その他の構成員の意見がない場合にはそれのみで新事件のための合
議に代替する等，事件の内容と争点の多少等を考慮して弾力的に運営している。
（５）法廷運営の方法，主審判事の役割強化
　現行法上は，弁論の指揮は裁判長が行い（135 条），合意体構成員は裁判長
に知らせたり，釈明したり，介入尋問をすることができる（136 条２項，327
条６項）。高等法院判事が配置された裁判体では合議体の構成員も手続進行に
能動的に関与する必要がある。具体的に，裁判長が訴訟手続の全体的な枠組み
を形成する手続進行（事件の呼上げ，弁論及び証拠申請の機会付与，証拠調べ
等）と訴訟指揮を担当し，事件の実体的形成（争点整理，釈明権の行使，証拠
採否の主導的な判断，証人に対する介入尋問）において主審判事が積極的に関
与するあり方になると思われる。

（33）�　ドイツ控訴審の主審裁判官は VOTUM と呼ばれる書面を作成し，合議体構
成員と共有しており，日本でも類似した実務が一般化しているようである。
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法廷手続別概要

法廷手続の進行 担当する裁判官

①　事件の呼上げ，当事者の出席確認 裁判長

②　控訴の趣旨の陳述（控訴状の陳述） 裁判長

（第１審弁論結果陳述等は当事者がする

のが原則であるが，裁判体が当事者に確

認する方法で進行する場合は，裁判長が

主審裁判官にその役割を担当させること

ができる）。

③　第１審弁論期日結果の陳述

（弁論準備期日結果の陳述）

④　控訴理由書，答弁書，準備書面陳述

⑤　証人尋問以外の証拠調べ 裁判長―証拠調べ等確認

⑥　争点整理と攻撃防御，釈明権行使 裁判長又は主審判事

⑦　追加の証拠申請及び採否 裁判長が主審判事と協議して決定

⑧　当事者と手続協議，審理計画の樹立 裁判長又は主審判事

⑨　証人尋問手続　主管 裁判長

⑩　証人に対する介入尋問 裁判長又は主審判事

⑪　当事者本人の意見陳述の機会付与 裁判長

⑫　続行又は弁論終結の有無の判断 裁判長が主審判事と協議して決定

（６）結審協議と判決書
　全ての事件において，すべての合議体構成員が主審判事と同一の程度の努力
で記録を検討し事件を把握するのは，現在のような事件負担枠組みの下では，
不可能であるかもしれないので，主な合議相手方である副審の役割が重要であ
る。とりわけ，裁判長主審事件の場合，別途に副審裁判官を置かないと裁判長
以外の合議体構成員はいずれも責任感を持って事件を検討しないため，単独制
化する懸念がある。したがって，裁判長主審事件の場合は，高等法院判事がそ
れぞれ副審となって，記録を充分に検討した上で実質的に合議に関与すること
が必要である。
　ソウル高等法院合議体の場合，事件要約書や判決作成を除いた主審裁判官に
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相当する又は主審裁判官に少しだけ及ばない役割を，高等法院判事が果たして
いる。
（７）裁判研究員の集中配置と活用
　2011 年７月 18 日における法院組織法の改正により，10 年以上の法曹経歴者
の中から判事を任用できる一方，事件の審理及び裁判に関する調査研究，その
他必要な業務を履行する裁判研究員制度が導入された。2012 年第１期裁判研
究員 100 名を法学専門大学院（ロースクール）卒業生から選抜し，2013 年に
は第２期裁判研究院 100 名を選抜したが，うち司法研修所 2013 年終了者が 45
名，法学専門大学院卒業生が 55 名である。
　新しい形態の合議体においては，裁判研究員２名を配置し，事件要約書の作
成や裁判長主審事件の検討及び基礎的な報告をさせることによって活用してい
るところである（34）。

Ⅵ　おわりに―控訴審運営の変化模索が目指すところ

　近時，司法府の信頼性に対する疑問の提起がなされ，個別の判決に対する国
民からの直接の批判・指摘があったため，司法府が一定程度の自己反省に迫ら
れ，国民との意思疎通という観点から裁判手続を見直すきっかけを持つことに
なったのは，確かである。第１審のみでなく，控訴審でも法廷手続について国
民が納得できるよう，裁判手続の運営の変化を図る必要があることは言うまで
もない。このような観点から，本稿では，民事訴訟法の基本原則に立ち戻って，
裁判実務上，口頭審理等を通じた弁論の充実化を図ったソウル高等法院の数多
くの研究と努力を紹介してきた。また，第１審の強化を前提に控訴審の事後審
的運営の必要性に関する裁判実務上のいくつかの論点を中心に議論を展開して
みた。この点，結論としては，裁判実務の立場から，第１審中心の審理及び審

（34）�　裁判研究員は，裁判体の裁判業務を実質的に補助する役割を有している。
具体的には，事件処理の実体的な側面から裁判官の業務を補助する基本的な
役割を有している。しかし，単に裁判官が従来担当してきた業務の一部を裁
判研究員にそのまま任せる等，単純に裁判官の業務軽減のみを主な目的とし
て裁判研究員制度が運用されるのは問題である。なお，裁判所側としては，
裁判所研究員に，裁判研究員制度を通じて優秀な法曹人としての資質を備え
るように，さまざまな機会を提供することが重要である。2012 年４月５月
｢裁判研究員運用マニュアル｣。
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級の構造の効率性を図るために失権効制裁の積極的な活用が必要であるという
点を強調した。さらに，2011 年に，裁判結果に対する承服を高めるとともに
抜本的な紛争解決を図るためには実質的な合議を強化する必要があるとして，
高等法院判事制度が導入されたので，本稿では，従来の陪席判事に代替する高
等法院判事からなる新たな形態の合議体の導入の意義と運営の現状について紹
介してきた。
　控訴審における弁論の充実化を強調すること及び高等法院判事制度の導入
は，効率的な審級の構造を実現するための控訴審の事後審化の促進と一見矛盾
するものではないか。とりわけ，限られた司法資源を前提とすると，控訴審に
おける弁論の強化及び控訴審における質の高い人力の集中という点には，疑問
がある。控訴審の事後審的運営は，論理的に，必然的に第１審の充実化と強化
を前提とするためである。しかし，現在の我が国の裁判所の立場からはどちら
の命題も手放すことはできない。あえて言えば，長期・短期的な目標として段
階的に考えることができる。すなわち，長期的には，第１審の強化と効率的な
審級構造を実現するために控訴審の事後審的要素を強化することであり，短期
的には，国民が懸念している裁判手続の透明化と充実化を実現するために，第
１審審理の不十分な部分に関して控訴審も努力を惜しまないことである。高等
法院判事制度の導入に関連しては，一方では控訴審において相当の経歴を有す
る高等法院判事との間で実質的な合議が行われる結果，紛争が終局的に解決す
る事件の割合が高まれば，大法院に上告する事件の割合も低くなると考える
し，他方では第１審の充実化が既に実現された場合を想定したとしても，高等
法院判事からなる新たな裁判体は控訴審の事後審的運営においてそれにふさわ
しい形で定着することができると考える次第である（完）。

【付記】
　本稿は，社会科学国際交流江草基金よりの援助を得て，2013 年９月に東京
大学にて開催された第７回日韓民事訴訟法共同研究集会における韓国側報告者
であるソウル中央地方法院刑事首席部長判事（当時）・盧泰嶽先生の報告の邦
訳である。日韓民事訴訟法共同研究集会は，日韓の民事訴訟法学会の協力を得
て，３年ごとに両国相互に開催されている。本研究交流集会には早稲田大学比
較法研究所共同研究「外国民事訴訟法研究」の伊藤眞研究員，本共同研究の代
表である加藤哲夫をはじめ研究員が参加している。このような経緯から，本共
同研究の一環として，共同研究集会における本報告の邦訳を報告者の盧先生の
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御了解をいただいて上で掲載するものである。なお，本報告の邦訳は，交流集
会での通訳をもお務めいただいた金春同志社大学准教授にお願いした。厚く御
礼を申し上げたい。

（加藤哲夫記）


