
超高齢社会における紛争経験と司法政策
Civil Justice Research Project: CJRP

No.8
March 2021

CJRP Discussion Paper Series

訴訟利用の総合的満足度の規定要因

齋藤宙治
東京大学法学部



 1 
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齋藤 宙治 

 

〔要旨〕 

 本稿では、訴訟利用調査のデータを用いて、当事者の訴訟利用の総合的満足度の規定要因について

分析する。訴訟利用の満足度に影響を及ぼし得る要素には、様々なものがある。主な制度的要素とし

ては、訴訟結果（勝敗）、訴訟にかかった費用・時間・心理的負担感、裁判官・弁護士の質、訴訟終

結の態様（和解成立の有無）などが挙げられよう。これらの制度的要素のうち、どの要素が、訴訟利

用の総合的満足度に、大きな影響を与えている（又はあまり影響を与えていない）のだろうか。分析

の結果、訴訟利用の総合的満足度には、①訴訟結果（勝敗）が大きく影響していること、②裁判官の

質も影響していること、③期日に不参加だった当事者の場合には弁護士の質も影響していること、④

他方で、それ以外の要素はあまり影響していないこと、などがわかった。 

 

１ はじめに 

 
 訴訟手続に関するある特定の側面・要素に着目した調査・研究は、これまでにもなされてきた。第

2節（調査結果の概要）で後述するとおり、特に、訴訟にかかる費用・時間や訴訟終結の態様（和解

か判決か）の影響に焦点を当てた研究は、日本でも蓄積が進んできている。 

 もっとも、個別的な各要素についての研究が進む一方で、各要素の影響力の相対的な大きさに関す

る研究が不足しているように見受けられる。様々な要素のうちどれが、当事者にとって特に重要なの

かを解明することも重要だと思われる。例えば、仮に当事者が訴訟手続にかかる時間を「遅い」と評

価していたとしても、もしかすると、他の要素に比べれば時間というのは些細な要素であり、当事者

への影響は相対的には低いかもしれない。個別的な各要素についての研究だけでは、様々な要素の相

対的・総合的な関係性がわからない。 

 そこで、本稿では、当事者の訴訟利用の総合的満足度のデータを用いることで、相対的・総合的な

分析を試みる。具体的には、訴訟利用の総合的満足度に大きな影響を与えている（又はあまり影響を

与えていない）要素が何かを分析する。 

 また、このような分析には、政策的・実用的な有用性もある。すなわち、特に大きな影響を与えて

いる要素を明確にできれば、その要素に重点を置いた民事訴訟制度の改良をすることで、利用者の満

足につながりやすい（費用対効果の高い）制度改革が可能になろう。 

 
２ 調査結果の概要（データの紹介） 

 

 訴訟利用調査では、「総合的に考えて、今回経験した裁判に満足していますか」を 5段階で回答し

てもらった。表 1のとおり、当事者の回答は 1「不満である」から 5「満足している」まで1、おおむ

ね均等にばらけた（平均値 3.13、標準偏差 1.44、N＝403）2。つまり、総合的満足度は、当事者ごと

 
1 元の質問票では、「1 満足している」から「5 不満である」の番号での質問だったが、解釈がわかりやす

いように反転処理した。本稿中の他の変数についても同様に、数値が大きいほうが当該質問における正の意

味になるように、反転処理している。 
2 無回答や「わからない」の回答は、欠損値として扱い、度数分布の報告や統計分析には含めていない。本

稿中の他の変数についても同様である。 
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に実に千差万別だといえる。本稿では、当事者ごとの満足度の違いが、いったい何によって生じてい

るのかを分析する。 

 なお、この質問項目は、村山プロジェクトの訴訟行動調査には含まれていなかったものである。そ

のため、10 年前との比較分析は叶わない。 

 

表 1：総合的満足度の回答結果 

  不満である 

ある程度 

不満である 

どちらとも 

いえない 

ある程度 

満足している 満足している 合計 

総合的満足度 87 51 70 113 82 403 

（%） (21.59%) (12.66%) (17.37%) (28.04%) (20.35%) (100.00%) 

 

 訴訟利用の総合的満足度に影響を及ぼし得ると思われる制度的要素として、本稿では、訴訟にかか

った費用・時間・心理的負担感、裁判官・弁護士の質、訴訟結果（勝敗）、訴訟終結の態様（和解成

立の有無）などに着目する。本題の分析に入る前に、分析に用いるこれらの各要素について概観した

い。 

 まず、訴訟にかかる費用と時間は、民事訴訟利用の障害になっているとしばしば指摘されてきた3。

制度改革の動きとしても、裁判の迅速化に向けて、2003年には「裁判の迅速化に関する法律」が制定

された。そして、同法に基づき、最高裁判所は継続的にデータ検証を行っており、審理の長期化の要

因や裁判の迅速化に焦点を当てた分析がなされてきた（最高裁事務総局 2005 など）。本当に障害に

なっているのかをめぐる実証的な先行研究としては、時間と費用に対する人々の評価を調査した研究

（太田 2004）や、当事者による訴訟利用の「ためらい」と時間・費用の関連性を分析した研究（藤田 

2006, 2010）がある。また、実際の当事者ではなく、訴訟未経験の一般人を対象にした研究ではある

が4、裁判所を利用したいか否か（訴訟利用行動意図）について、費用・時間のイメージが影響するこ

とを示した分析もある（森 2015）。これらの先行研究はいずれも、満足度ではなく、訴訟利用行動に

ついて分析したものではあるが、総合的満足度にも費用・時間が影響している可能性があると予想さ

れる。 

 訴訟利用調査では、（弁護士費用や交通通信費をはじめ）裁判にかかった費用全体について、1「安

い」と評価するか 5「高い」と評価するか、5段階で回答してもらった5。表 2のとおり、「どちらと

もいえない」の回答が 4 割弱で最も多く、また費用が高い方向にやや偏った回答結果であった（平均

値 3.34、標準偏差 1.19、N＝315）6。 
 

 
3 時間と費用に焦点を当てた分析については、本プロジェクトの森（2021）を参照されたい。 
4 実際の当事者と訴訟未経験の一般人の具体的な違いとしては、例えば、当事者（原告）の場合は、切実だ

ったり、覚悟が決まっていたりするためか、訴訟未経験の一般人よりも費用・時間を気にする度合いが低い

（森 2015）。 
5 費用に関する客観的データとして、「全体でどのくらいのお金を使いましたか」という具体的な金額の質

問項目もあった。しかし、次の 2つの理由で、本稿では「安い」「高い」の主観的評価を分析に用いる。1

つ目の理由として、具体的な金額の質問では、無回答や「わからない」の欠損値が多かった。2つ目の理由

として、費用の金額が持つ意味は、各当事者の資産・収入や訴訟物の価額によっても異なり得る。そのた

め、費用の影響をシンプルに分析するには、当事者の主観的評価を用いるほうが好ましいと考えた。 
6 この費用の質問では、「わからない」の回答が多く 125 件あった。そのため、他の変数よりも有効回答件

数が少ない。なお、125 件のうち、使った具体的な金額の質問（前掲注 5）においても「わからない」と回

答した当事者が半数以上（65 件）で、費用を「使っていない」当事者が 39 件だった。 
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表 2：かかった費用の回答結果 

  安い 

どちらかと 

いえば安い 

どちらとも 

いえない 

どちらかと 

いえば高い 高い 合計 

かかった費用 26 39 120 61 69 315 

（%） (8.25%) (12.38%) (38.1%) (19.37%) (21.90%) (100%) 

 

 時間については、同様の質問項目がないため、代替策として、かかった時間が裁判前の 1「予想よ

り短かった」か 5「予想より長かったか」の回答結果を分析に用いる。表 3のとおり、時間が長い方

向に偏った回答結果であった（平均値 3.74、標準偏差 1.20、N＝413）。この質問項目は、厳密には、

訴訟前の予想7との比較であり、訴訟にかかった時間そのものの回答ではない。とはいえ、人々の事前

の予想よりも、実際に訴訟にかかる時間のほうが多種多様にばらけるはずだと思われるため、訴訟に

かかった時間に関連する参考データといって差し支えないだろう。 
 

表 3：かかった時間の回答結果 

  

予想よりかな

り短かった 

予想よりある

程度短かった 

予想通り 

だった 

予想よりある

程度長かった 

予想よりかな

り長かった 合計 

かかった時間 23 51 74 127 138 413 

（%） (5.57%) (12.35%) (17.92%) (30.75%) (33.41%) (100%) 

 

 次に、当事者の心理的負担感にも着目したい。訴訟利用調査では、裁判にかかわることを、「わず

らわしい」と感じたかについて、5段階で回答してもらった。表 4のとおり、わずらわしく感じた当

事者が多いという結果であった（平均値 3.63、標準偏差 1.34、N＝421）。 

 

表 4：心理的負担感（わずらわしさ）の回答結果 

  

わずらわしく

なかった 

どちらかとい

えばわずらわ

しくなかった 

どちらともい

えない 

どちらかとい

えばわずらわ

しかった 

わずらわし 

かった 合計 

わずらわしさ 55 28 71 130 137 421 

（%） (13.06%) (6.65%) (16.86%) (30.88%) (32.54%) (100%) 

 

 裁判官の質8と自身の代理人弁護士の質も、満足度に影響する可能性がある。優良な裁判官・弁護士

に当たった場合には、満足度が高くなると予想される。逆に、ひどい裁判官・弁護士に当たった場合

には、満足度が低くなると予想される。一般的に訴訟では、結果（勝敗）のみならず、手続の公正さ

も満足度に影響することがわかっている（社会心理学の古典として、Thibaut & Walker 1975; Lind & 

Tyler 1988。日本の訴訟当事者の先行研究として、今在 2010)。訴訟手続に関与する裁判官や弁護士

の質は、手続的公正の中核的要素といえよう。当該事件を担当した裁判官や弁護士の質に関する客観

的データはないが、訴訟利用調査では、当事者による主観的評価を回答してもらった。 

 
7 当事者の事前の予想・期待に焦点を当てた分析については、本プロジェクトの藤田（2021）を参照された

い。 
8 なお、3人の裁判官による合議体審理だったか、1人の裁判官による単独審理だったかによっても、満足

度が変わる可能性があるかもしれないが、訴訟利用調査では、当該事件が単独と合議体のいずれだったかに

ついてのデータは収集しなかった。 
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 まず、裁判官については、少なくとも 1回は自身が裁判所に行った当事者に、8つの評価項目

（「裁判官はよく話を聞いてくれた」「裁判官は問題とその背景をよく理解していた」「裁判官の言

うことはわかりやすかった」「裁判官は相手方に味方しているように見えた」「裁判官は自分を見下

しているようだった」「裁判官の裁判のすすめ方は強引だった」「裁判官は信頼できた」「裁判官は

公正だった」）を 1「そう思わない」から 5「そう思う」までの 5段階で評価してもらった。これらの

8 項目を合成することで9、裁判官に対する総合評価とした。なお、クロンバックのα係数は 0.95 であ

り、合成尺度として高い信頼性が確認された。そうしたところ、総合評価の平均値は 3.21（標準偏差

1.20、N＝215）であり、良い評価から悪い評価までほぼ左右対照にばらける結果であった10。 

 弁護士については、代理人付当事者に、依頼した弁護士への「満足」を 5段階で回答してもらっ

た。表 5のとおり、弁護士への満足度は総じて高いという結果であった（平均値 3.84、標準偏差

1.26、N＝300）。 

 

表 5：弁護士に対する満足度の回答結果 

  不満である 

ある程度 

不満である 

どちらとも 

いえない 

ある程度 

満足している 満足している 合計 

弁護士満足度 25 28 30 104 113 300 

（%） (8.33%) (9.33%) (10.00%) (34.67%) (37.67%) (100%) 

 

 そして、自身が訴訟で勝った場合には、やはり満足度が高くなるだろうと予想される。訴訟の勝敗

について、判決が出た事件では「判決の内容はあなたにとって実質的に勝訴でしたか、敗訴でした

か」を、和解11が成立した事件では「和解（示談）の内容はあなたにとって実質的に勝訴でしたか、敗

訴でしたか」を、5段階で回答してもらった12。回答結果は、表 6のとおりであった。判決の場合に

は、勝訴から敗訴までおおむね左右対称に回答がばらけた。基本的には、訴訟は一方が勝てばもう一

方が負ける構造の敵対的ゲームであるから、左右対称に分布するのが自然である。 

 しかし、興味深い点として、和解の場合は、勝訴の方向にやや偏った回答傾向であった。判決事件

の平均値 3.08（標準偏差 1.67、N＝177）と比べて、和解事件では 3.42（標準偏差 1.36、N＝206）と

いう高い平均値だった。両者全体では平均値 3.25、標準偏差 1.53、N＝374）。両者の平均値には、統

計的に有意な差があった13。すなわち、和解の場合のほうが、当事者が訴訟結果を主観的に勝訴と捉え

る傾向にあった。和解の場合には、事件によっては、当事者双方の利益に叶う結果（win-win）が実現

されているのかもしれない。 

 
9 合成尺度として、8項目の平均値を用いる。4番目、5番目、6番目の項目は、得点を反転処理した。 
10 8 項目の平均値の算出において、8項目の中に欠損値が含まれる場合には、有効に回答された残りの項目

のみで平均値を算出した。 
11 本稿中の「和解」は、当事者が「和解（示談）が成立した」と回答したものを指す。和解調書を作成す

る訴訟上の和解に限らず、訴訟外での私法上の和解（訴えの取下げで終結）も含むと推測される。 
12 訴訟結果に関する客観的データとしては、判決で終結した事件については、判決内容の区分（「請求認

容」「請求一部認容」「請求棄却」）のデータもある。しかし、「請求一部認容」の場合に、勝ち負けの程

度が不明である。また、和解で終結した事件については、その内容に関する客観的データはない。そのた

め、本稿の分析では、訴訟の実質的な勝ち負けについては、当事者の主観的データに依拠する。 
13 判決と和解の双方の回答があった 9件を除外したうえで、ウェルチの t 検定（両側）により、p＜0.05。 
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表 6：訴訟の勝敗の回答結果 

  敗訴だった 

どちらかと 

いえば敗訴 

だった 

どちらとも 

いえない 

どちらかと 

いえば勝訴 

だった 勝訴だった 合計 

判決内容 56 14 22 29 56 177 

（%） (31.64%) (7.91%) (12.43%) (16.38%) (31.64%) (100%) 

和解内容 29 24 38 61 54 206 

（%） (14.08%) (11.65%) (18.45%) (29.61%) (26.21%) (100%) 

両者全体 85 38 57 86 108 374 

（%） (22.73%) (10.16%) (15.24%) (22.99%) (28.88%) (100%) 

注）判決と和解（示談）の双方の勝敗を回答した（1つの訴訟の中で双方があった）当事者が計 9件

あった。そのため、両者全体の合計件数は、判決・和解それぞれの合計件数の和と一致しない。な

お、9 件のうち、判決と和解で勝敗の回答が異なるものが 2件あった。2件とも、その差は 5段階中 1

段階に過ぎなかったので、両者全体の集計においては高いほうの得点を用いた。 

 

 最後に、訴訟終結の態様が判決か和解か14によっても、当事者の満足度が変わる可能性がある15。山

田（2010）の分析によれば、和解と判決で当事者の満足度の平均値に差はないが、和解の場合には結

果が不利であっても満足する当事者が存在する。また関連する先行研究として、和解のほうが判決よ

りも実際の履行率が高いことを分析した研究（藤本 2006; 垣内 2010）がある。逆に、判決終結のほ

うが和解終結の場合よりも当事者による訴訟再利用の意欲が高くなるとの分析もある（垣内 2010）。 

 加えて、原告・被告のいずれの立場か、自身の代理人の有無、相手方の代理人の有無といった要素

も、当事者の満足度に影響する可能性が考えられる。例えば、村山プロジェクトの訴訟行動調査で

は、裁判所をまた将来利用したいか否か（将来の訴訟利用行動意図）について、本人訴訟原告は肯定

的な傾向が強いのに対して、本人訴訟被告は否定的な傾向が強いことなどが示唆されている（長谷川 

2010）。そこで、これらの要素も分析に含めることとする。 

 

３ 総合的満足度の規定要因（データの分析） 

 

 それでは、本題の分析に入る。まず、当事者による訴訟利用の総合的満足度と、上記で挙げた各種

要素との間に相関関係があるかを確認してみよう。 

 

表 7：総合的満足度との相関関係 

  かかった費用 かかった時間 心理的負担感 弁護士満足度 裁判官評価 訴訟の勝敗 

相関係数 r -0.34 -0.24 -0.17 0.64 0.70 0.72 

 

 表 7のとおり、裁判官評価、訴訟の勝敗、弁護士満足度の 3つについては、相関係数が約 0.6〜0.7

に達しており、総合的満足度と正の関係性があるように見受けられる。逆に、かかった費用、時間、

心理的負担感の 3つについては、相関係数が約-0.2〜-0.3 にとどまり、実質的な（負の）関係性があ

 
14 表 6末尾の注で前述のとおり、判決と和解の双方があった事件もあるため、本稿の分析では、（判決が

あったか否かを問わず）和解が成立したか否かを説明変数として用いた。 
15 和解について、和解成立の効果に焦点を当てた分析は本プロジェクトの今在（2021）、和解と訴訟手続

評価に焦点を当てた分析は本プロジェクトの垣内（2021）を参照されたい。 
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るか微妙なところである。もっとも、単純に個々の要素との相関を見るだけでは、本当にその要素が

総合的満足度に影響しているのかはわからない。これらの要素間にも相関があり、擬似相関が生じて

いるだけかもしれないためである。例えば、弁護士満足度や裁判官評価という要素自体も、訴訟の勝

敗によって、何らかの影響を受けているかもしれない。 

 そこで、次に、総合的満足度を目的変数とし、各種要素を説明変数として同時に投入する重回帰分

析を行う。この分析をすることで、投入する他の要素による影響を一定に統制したうえでの（他の要

素による影響を排除したうえでの）、それぞれの要素による影響を確認できる。表 8は、モデル(1)か

ら(4)まで、4つの異なるモデルで分析した結果である。 

 まず、表 8 中の最左列のモデル(1)は、前節で紹介した様々な要素をすべて投入した基本モデルの分

析結果である。裁判官の総合評価と訴訟の勝敗という 2つの要素が、統計的に有意（1%水準）になっ

ている。しかも、偏回帰係数の数値が大きく（0.385 と 0.524）、影響の度合いも大きいことがわか

る。すなわち、他の要素を一定に固定した場合、裁判官評価が 5段階中 1 段階上がると、総合的満足

度が 5段階中約 0.4段階上がる。訴訟の勝敗が 5段階中 1 段階上がると、総合的満足度が 5段階中約

0.5 段階上がるということである。 

 

表 8：総合的満足度の重回帰分析 

 (1) (2) (3) (4) 

費用 -0.0812  -0.109** -0.0468 

 (0.0596)  (0.0512) (0.0476) 

時間 -0.103  -0.139** -0.0876 

 (0.0785)  (0.0594) (0.0615) 

心理的負担 0.0394  0.0355 -0.0137 

 (0.0538)  (0.0464) (0.0413) 

裁判官評価 0.385***  0.478***  

 (0.106)  (0.0911)  

弁護士満足度 0.0719   0.196*** 

 (0.0770)   (0.0598) 

訴訟の勝敗 0.524*** 0.685*** 0.426*** 0.649*** 

 (0.0821) (0.0359) (0.0728) (0.0509) 

和解 -0.0948  -0.0345 0.0451 

 (0.156)  (0.156) (0.116) 

原告 -0.218  -0.0326 -0.134 

 (0.158)  (0.153) (0.123) 

相手に代理人 -0.331  0.00914 -0.197 

 (0.221)  (0.185) (0.129) 

自分に代理人   0.295*  

   (0.172)  

切片 0.922* 0.889*** 0.687 1.091*** 

 (0.531) (0.135) (0.418) (0.364) 

調整済み決定係数 0.743 0.516 0.647 0.724 

N 101 352 145 186 

注）総合的満足度の重回帰分析（OLS）の結果。括弧内の数値は頑健

（robust）な標準誤差。 

***、**、*印はそれぞれ1%、5%、10%水準で有意であることを示す。 

 

 他方で、それ以外の要素、すなわち、かかった費用、時間（事前予想との比較）、心理的負担（わ

ずらわしさ）、弁護士に対する満足度、和解成立の有無（ダミー変数）、原告か否か（ダミー変

数）、相手方に代理人が付いていたか否か（ダミー変数）という 7つの要素については、有意な影響

は見られない。注目したいのは、弁護士満足度である。前記のとおり、弁護士満足度と総合的満足度
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との間には、表面的には高い相関があった。しかし、他の要素を統制した場合には、弁護士満足度に

よる総合的満足度への影響は見られない。 

 モデル(1)の調整済み決定係数は 0.7を超えており16、当事者の総合的満足度をかなりよく説明でき

ているモデルだといえる。なお、この決定係数の高さは、モデル自体の欠陥によるものではない。各

説明変数の VIFは最大でも 2.07にとどまり17、多重共線性の問題はない。また、モデル(2)は、訴訟の

勝敗のみを説明変数にした単回帰分析のモデルである。このモデル(2)でも、調整済み決定係数は 0.5

を超えており、「訴訟の勝敗」単体による説明力がすでに大きいことがわかる。 

 次に、モデル(3)は、本人訴訟の当事者も含めたモデルである。モデル(1)では、弁護士満足度を説

明変数に含めたため、必然的に代理人付当事者のみが分析対象になっていた。モデル(3)では、本人訴

訟の当事者も含めるべく、弁護士満足度を説明変数から外した。その代わり、本人訴訟と代理人付訴

訟の違いを統制するべく、自分に代理人が付いていたか否か（ダミー変数）を説明変数に入れた。モ

デル(1)と同様に、やはり、裁判官評価と訴訟の勝敗という 2つの要素による影響が強い（1%水準で統

計的に有意で、偏回帰係数も 0.478と 0.426と大きい）。 

 モデル(3)では、費用と時間による影響も統計的に有意（5%水準）ではあるが、影響はさほど大きく

ない。モデル(3)では、弁護士満足度が統制されていないことから、弁護士満足度と相関のある要素

（特に費用）について、疑似相関が観察されたのかもしれない。いずれにせよ、偏回帰係数は-0.109

と-0.139に過ぎず、影響力は大きくない。かかった費用と時間が 5段階中 1 段階上がると総合的満足

度が 5段階中約 0.1 段階下がる程度に過ぎない。ちなみに、本人訴訟の当事者と比べて、代理人付き

の当事者のほうが、総合的満足度がやや高い可能性も示唆されている（10%水準で有意な傾向）18。 

 なお、先行研究の中には、結果が悪いとき（敗訴のとき）にのみ、手続的公正さが当事者の満足度

に影響することを示したものもある（Lind & Tyler 1988）。しかし、訴訟利用調査のデータの分析で

は、訴訟の勝敗に応じて、裁判官評価が満足度に与える影響が変わることはなかった。具体的には、

モデル(1)及び(3)について、裁判官評価と訴訟の勝敗の交差項を含めたモデルも検証したが、交差項

の影響は有意でなく、その他の変数の係数にも特段の違いは生じなかった。つまり、敗訴した当事者

であっても、勝訴した当事者であっても、裁判官評価が満足度に強い影響を与えているという結果だ

った。 

 最後に、モデル(4)は、裁判所に 1回も行かなかった当事者も含めたモデルである。モデル(1)で

は、裁判官評価を説明変数に投入したため、少なくとも 1回は自身が裁判所に行った当事者のみが分

析対象になっていた。そこで、モデル(4)は、裁判官評価を説明変数から外したモデルである。そうし

たところ、やはり、訴訟の勝敗による影響が強い（1%水準で統計的に有意で、偏回帰係数も 0.685 と

大きい）。また、モデル(1)と異なり、弁護士満足度による影響も有意（1%水準）である点が興味深

い。偏回帰係数は 0.196であり、弁護士満足度が 5段階中 1 段階変わると、総合的満足度が 5段階中

約 0.2 段階変わることを示している。なお、モデル(1)と同様、その他の要素については有意な影響は

見られない。 

 
16 （自由度調整済み）決定係数は、回帰モデルが目的変数を説明できている割合（寄与率）を表す値であ

る。0から 1の値をとり、1に近いほど説明力が高い。 
17 説明変数同士で、相関が非常に高い組み合わせもない。相関係数 rが高い組み合わせでも、0.61（裁判

官評価と勝敗）、0.56（弁護士満足度と勝敗）、0.52（裁判官評価と弁護士満足度）、-0.44（費用と弁護

士満足度）にとどまる。それ以外の組み合わせでは、いずれも 0.3 未満。 
18 ただし、「弁護士を付けたから総合的満足度が高くなった」という因果関係があるとは限らない。本人

訴訟と代理人付訴訟（代理人を付けざるを得なかった訴訟）とでは、事件の性質・特徴自体にも違いがある

はずであり、単にその違いが総合的満足度に影響しているのかもしれない。なお、本人訴訟の当事者に焦点

を当てた分析・考察については、本プロジェクトの長谷川（2021）を参照されたい。 
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 なぜ、モデル(1)では見られなかった弁護士満足度による影響が、モデル(4)では見られるのだろう

か。その理由としては、2つの可能性が考えられよう。1つ目は、弁護士満足度と総合的満足度の間に

は擬似相関しかなく、実際には弁護士満足度は影響していないという可能性である（仮説 1）。すな

わち、裁判官評価が総合的満足度と弁護士満足度の双方と相関するため19、モデル(4)で裁判官評価を

統制しない場合には、あたかも弁護士満足度と総合的満足度との間に関係があるように見えるだけか

もしれない。2つ目は、分析に含まれた当事者の範囲が異なることに起因する可能性である。もしか

すると、裁判所に自身が行かなかった当事者にとっては、唯一直に接した法曹である弁護士に対する

満足度が、総合的評価に影響を与えているのかもしれない（仮説 2）。この点を掘り下げて分析した

結果が、表 9である。 

 

表 9：総合的満足度の重回帰分析（期日不参加者の場合） 

 (5) (6) 

 期日参加者 期日不参加者 

費用 -0.0818 -0.0412 

 (0.0625) (0.0770) 

時間 -0.134 -0.0406 

 (0.0848) (0.0890) 

心理的負担 0.0295 -0.0973* 

 (0.0672) (0.0551) 

弁護士満足度 0.129 0.317*** 

 (0.0824) (0.0820) 

勝敗 0.670*** 0.597*** 

 (0.0687) (0.0711) 

和解 -0.0495 0.184 

 (0.166) (0.150) 

原告 -0.163 -0.167 

 (0.173) (0.216) 

相手に代理人 -0.278 -0.114 

 (0.236) (0.139) 

切片 1.569** 0.826 

 (0.600) (0.500) 

調整済み決定係数 0.694 0.751 

N 102 78 

注）総合的満足度の重回帰分析（OLS）の結果。括弧内の数値は頑健

（robust）な標準誤差。 

***、**、*印はそれぞれ1%、5%、10%水準で有意であることを示す。 

 

 表 9 中のモデル(5)は、少なくとも 1回は自身が裁判所に行った当事者のみを抽出して、モデル(4)

と同じ説明変数で重回帰分析をしたものである。これに対して、モデル(6)は、裁判所に 1回も行かな

かった当事者だけを抽出して、同じ分析をしたものである。すると、弁護士満足度の影響は、モデル

(5)（期日参加者）の場合には有意でないが、モデル(6)（期日不参加者）の場合には 1%水準で有意で

ある。後者の偏回帰係数は 0.317であり、弁護士満足度が 5段階中 1 段階変わると、総合的満足度が

5段階中約 0.3 段階変わることを示している。したがって、上記 2 つの仮説のうち、仮説 2 が支持さ

れると考えられる。 

 すなわち、次のように考えられる。自身が期日に参加した当事者の場合には、手続実施者かつ裁定

者である裁判官に対する評価が総合的満足度に影響する。弁護士に対する評価は、総合的満足度には

 
19 裁判官評価と弁護士満足度との間の相関係数 rは 0.52。 
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特段影響しない。一方で、自身は期日に不参加だった当事者にとっては、自身が直に接した法曹であ

る弁護士に対する満足度が、総合的満足度に影響する。 

 

 ４ まとめ 

 

4.1 分析結果のまとめ 

 

 本稿の分析で得られた主な結果をまとめると、次のとおりである。 

 第一に、当事者の訴訟利用の総合的満足度は、訴訟結果（勝敗）によって大きく左右されることが

示された。他の要素を統制すると、訴訟の結果（勝敗）が 5段階中 1 段階上がると、総合的満足度が

5段階中約 0.4〜0.7段階上がる結果だった。第二に、裁判官の質も、総合的満足度に大きく影響して

いた。具体的には、他の要素を統制すると、裁判官評価が 5段階中 1 段階上がると、総合的満足度が

5段階中約 0.4〜0.5 段階上がる結果だった。第三に、自身が裁判所に全く行かなかった当事者では、

（裁判所に行っていないため裁判官評価の項目がないが、その代わりに）弁護士の質が、総合的満足

度に影響していた。他の要素を統制すると、弁護士に対する満足度が 5段階中 1 段階上がると、総合

的満足度が 5段階中約 0.3 段階上がる結果だった。他方で、自身が期日に参加した当事者では、弁護

士の質は、総合的満足度に影響していなかった。 

 すなわち、訴訟で勝った場合には、やはり満足度が高くなる。そして、優良な裁判官（裁判官と直

接接しない場合には弁護士）に当たった場合にも、満足度が高くなる。この分析結果は、訴訟結果と

手続的公正感の双方が当事者にとって重要であるという先行研究とも整合的だと思われる。なお、結

果が悪いとき（敗訴のとき）にのみ、手続的公正さが当事者の満足度に影響することを示した先行研

究もある（Lind & Tyler 1988）。しかし、本稿の分析では、敗訴した当事者であっても、勝訴した当

事者であっても、裁判官評価が満足度に強い影響を与えているという結果であった。 

 一方で、それ以外の制度的な各種要素については、特段の影響は見られなかった。具体的には、か

かった費用・時間、心理的負担（わずらわしさ）、和解成立の有無、原告か否か、相手方に代理人が

付いていたか否かといった要素は、当事者の総合的満足度にはあまり影響を及ぼしていないことがわ

かった。 

 

4.2 考察 

 

 民事訴訟制度のこれまでの改革では、主に費用や時間などに焦点が当てられてきた。学術研究で

も、訴訟結果「以外」の要素に焦点が当てられがちだったように見受けられる。しかしながら、結局

のところ、訴訟利用の総合的満足度は、訴訟結果（勝敗）に大きく左右される。本稿による相対的・

総合的な分析結果は、民事訴訟にかかる費用や時間を改善したとしても、訴訟利用の満足度の向上に

は直結しない可能性を示唆している。民事訴訟制度のあり方を考えるうえでは、やはり訴訟結果（勝

敗）について、正面から取り上げる必要がありそうである。また、法曹の質（より具体的には、当事

者にとって手続的公正感が実現されるという意味での質）の確保が重要であることも改めて確認され

た。 

 では、訴訟結果を「改善」することはできるのだろうか。たしかに、前掲表 6で整理したとおり、

基本的には訴訟は一方が勝てばもう一方が負ける構造である。そのため、客観的には、判決で勝つ当

事者の割合を増加させることは不可能である。しかし、和解であれば、当事者双方の利益に叶うよう

な win-win型の和解をなるべく推進することで、勝つ当事者の割合を一定程度増加させることは可能

だと思われる。また、当事者に、主観的に「勝った」と思わせることができれば、訴訟利用の満足度

の向上につながる。したがって、事前に訴訟利用当事者に無謀な期待を捨てさせ、ハードルを最初か
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ら下げておけば、満足度の向上につながると思われる。すなわち、勝敗を主観的に判断する際の参照

点を動かすという方法である。例えば、訴訟前の事前の予想・説明を弁護士が丁寧に行うことで、訴

訟利用の満足度の向上につながる可能性がある。 

 

 最後に、本稿の分析にも、いくつかの限界と留意点がある。 

 第一に、費用・時間という要素については、もしかすると、日本の民事訴訟ではかなり標準化され

ていて事件間でさほど差がないことが原因で、訴訟利用の満足度に与える影響が観察されなかっただ

けかもしれない。もしそうだとすれば、費用・時間といった要素についても、それらを大きく改善す

ることができれば、訴訟利用の満足度の向上につながる可能性は残っている。 
 第二に、本稿で分析対象にしたのは、当事者が訴訟を利用したあとでの事後的な満足度である。訴

訟利用前や訴訟利用中における評価とは異なる。したがって、「事後の」満足度に影響を与えていな

い要素であっても、当事者が訴訟を利用するか否かを「事前に」検討する段階での促進要因・阻害要

因になっている可能性はもちろんある。 
 第三に、本稿の重回帰分析は、サンプルサイズ（N）がさほど大きくない。例えば、表 8のモデル

(1)で分析に用いた回答者数は 101人にとどまる。そのため、本稿では統計的に有意にならなかった要

素についても、人数を増やせば、有意な影響が観察される可能性はある。もっとも、本稿の分析にお

いて、訴訟の勝敗と裁判官の質（及び弁護士の質）以外の各種要素の係数は小さかった。したがっ

て、仮に人数を増やしたときに有意になるその他の要素があったとしても、それらの影響が限定的で

あることに変わりはないと思われる。 
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