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〔要旨〕 

トラブルに対応するために専門家や専門機関を利用した者の、その専門家や専門機関に

対する評価は、概ね良好である。 
本稿においてはまず、専門家や専門機関に対する利用者の総合的な評価が、専門家や専

門機関を利用した後の、トラブルの現状にどの程度満足できているかと、専門家や専門機

関を利用する際に、その専門家や専門機関に対して抱いていた期待が、どの程度実現され

たかとによって左右されるものであることを示す。それはすなわち、専門家や専門機関に

対する評価は、「結果に基づく評価」と「期待に基づく評価」という 2 つの側面を有して

いるということに他ならない。 
このことは、専門家や専門機関の利用者は、たとえ専門家や専門機関を利用した結果、

トラブルが満足できるかたちで終結しなくても、そのことのみによって、利用した専門家

や専門機関を否定的に評価するわけではないことを意味している。 
この知見は、専門家や専門機関のトラブルの当事者への対応のあり方に関して、重要な

含意を有している。すなわち、専門家や専門機関は、自らに対してトラブルの当事者が何

を期待しているのかを的確に把握したうえで、その期待に応えるよう努めるならば、利用

者から高い評価を得ることができるということである。また、利用者の多くが、専門家や

専門機関に話を聞いてもらうことを期待しているという事実を踏まえるならば、利用者

が何を期待しているのかが不明な場合には、まずは利用者の話をじっくりと聞くことが、

専門家や専門機関が利用者からの評価を高めるために採用すべき、重要な方策であると

いうことになる。 
 
Ⅰ 専門家・専門機関に対する利用者の評価の高さ 

 
 紛争経験調査においては、自分自身もしくは家族が過去 5 年間に直面したトラブルのう

ちで最も重大だったものに対応するために、専門家や専門機関を利用した者に、利用した専

門家や専門機関のうちで「最も印象に残っているもの」は何であったかを回答してもらった

うえで、その専門家もしくは専門機関に対する評価を、8 つの評価項目のそれぞれについて

行ってもらっている。8 つの評価項目とは、①言いたいことを十分に言わせてくれたかどう

か、②法律的な知識を十分に持っていたかどうか、③法律以外の専門的知識を十分に持って

いたかどうか、④手際よく対応してくれたかどうか、⑤助言や支援の内容を丁寧に説明して

くれたかどうか、⑥トラブルに対応するうえで役に立ったかどいうか、⑦相談して良かった

かどうか、および、⑧その専門家もしくは専門機関に満足しているかどうかである。回答者

は、これらの評価項目のそれぞれについて、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」、「ど

ちらともいえない」、「どちらかといえばそう思わない」、「そう思わない」の 5 段階で評価す

るよう求められている。 
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 いずれの評価項目についても、回答者の利用した専門家や専門機関に対する評価は、概ね

良好である。「そう思う」もしくは「どちらかといえばそう思う」と答えた者の割合が、「そ

う思わない」もしくは「どちらかといえばそう思わない」と答えた者の割合を、大きく上回

っている。また、評価が高いほど大きな値となるように、「そう思う」には 5、「どちらかと

いえばそう思う」には 4 というように 1 から 5 までの数値を割り当て、回答者の評価の平

均値を求めると、表 1 に示したように、その値は、いずれの評価項目においても中間値であ

る 3 を上回っている。 
 

表１ 最も印象に残っている専門家・専門機関に対する評価 

評価項目 平均値 標準偏差 
①言いたいことを十分に言わせてくれた 4.33  0.93  
②法律的な知識を十分に持っていた 3.91  1.25  
③法律以外の専門的知識を十分に持っていた 3.84  1.23  
④手際よく対応してくれた 3.75  1.36  
⑤助言や支援の内容を丁寧に説明してくれた 3.98  1.24  
⑥トラブルに対応するうえで役に立った 3.84  1.37  
⑦相談して良かった 4.02  1.29  
⑧その専門家もしくは専門機関に満足している 3.68  1.41  

 
 もちろん、いずれの評価項目に関しても、各種の専門家・専門機関相互間には、利用者の

評価にいくらかの差違が認められる。表 2 は、20 名以上の回答者が評価を行っている専門

家・専門機関を、その専門家もしくは専門機関に満足しているかどうかの評価の平均値が高い

順に並べ、それぞれの専門家・専門機関ごとに、各評価項目についての評価の平均値を示した

ものであるが、比較的高い評価を得ているのは病院・医師・診療所、保険会社、弁護士・弁

護士事務所、関連する業界団体や業者であり、比較的低い評価にとどまっているのは都道府

県や市区町村の担当部署、警察、都道府県や市区町村の法律相談である。 
 

表２ 専門家・専門機関相互間の利用者による評価の相違 

 

①言い

たいこ

とを十

分に言

わせて

くれた 

②法律

的な知

識を十

分に持

ってい

た 

③法律

以外の

専門的

知識を

十分に

持って

い た 

④手際

よく対

応して

くれた 

⑤助言

や支援

の内容

を丁寧

に説明

してく

れ た 

⑥トラ

ブルに

対応す

るうえ

で役に

立った 

⑦相談

して良

かった 

⑧その

専門家

もしく

は専門

機関に

満足し

ている 

病院・診療

所・医師 
4.29  3.17  4.16  4.08  4.24  4.14  4.23  4.05  

保険会社 4.28  4.13  4.03  3.97  4.31  4.22  4.22  3.91  
弁護士・弁

護士事務所 
4.37  4.44  3.91  4.04  4.21  4.14  4.21  3.87  
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関連する業

界団体や業

者 
4.54  3.95  4.23  3.96  3.91  3.83  4.17  3.87  

都道府県や

市区町村の

法律相談 
3.95  4.27  3.84  3.33  3.59  3.67  3.76  3.52  

警察 4.33  3.93  3.69  3.79  3.75  3.62  3.98  3.43  
都道府県や

市区町村の

担当部署 
4.18  3.24  3.15  3.15  3.38  2.97  3.37  2.87  

 
しかしながら、評価の平均値が中間値の 3 を下回っているのは、都道府県や市区町村の

担当部署の、トラブルに対応するうえで役に立ったかどうかの評価（= 2.97）と、その専門

家もしくは専門機関に満足しているかどうかの評価（= 2.87）の 2 項目にとどまっている。

すなわち、他の専門家や専門機関と比較するならば、相対的に低い評価しか得られていない

専門家や専門機関であっても、評価の低さはあくまでも相対的なものであり、回答者の多く

が、いずれの評価項目についても否定的な評価を下しているような、その存在価値に疑義を

呈さざるを得ないような専門家や専門機関ではないのである。 
紛争経験調査のこうした結果を踏まえるならば、今日の我が国において、トラブルに遭遇

し、それへの対応策を模索している者に、助言やその他の支援を提供している専門家や専門

機関は、その役割を適正に遂行していると言うことができそうである。 
 
Ⅱ 各評価項目についての評価の相互関連性 

 
 それでは、専門家や専門機関に対する 8 つの評価項目のそれぞれについての評価は、相

互にどのように関連し合っているのであろうか。 
 紛争経験調査の調査票を設計する段階においては、8 つの評価項目のそれぞれについての

評価相互間には、何らかの因果関係もしくは階層的な連関が認められるのではないかと想

定されていた。たとえば、法律的な知識を十分に持っていたという評価は、トラブルに対応

するうえで役に立ったという評価につながり、その役に立ったという評価が、相談して良か

ったという評価や、その専門家もしくは専門機関に満足しているという評価につながるといっ

た関係である。それとともに、専門家や専門機関に対する利用者の評価は、比較的少数の因子に

よって規定されており、8 つの評価項目についての調査対象者の回答を因子分析にかければ、

2 つか 3 つの因子を抽出することができるのではないかという期待もあった。 
 このうちの後者の因子抽出の可能性に関しては、得られたデータを実際に因子分析にか

けたところ、1因子しか抽出されなかった。表 3 に示したように、各評価項目についての評

価が相互に強く相関していることが、その原因である。 
とりわけ、役に立ったか否か、相談して良かったか否か、および相談したことに満足して

いるか否かについての評価は、相互に、ピアソンの相関係数が 0.8 を超えるほど強く相関し

ている。これら 3 つの評価項目はいずれも、専門家や専門機関の総合的な評価に関わるも
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のであり、調査対象者は、これら 3 つの評価項目のそれぞれについての評価を求める設問

は、いずれも実質的には同じことを尋ねていると理解した可能性が高い。 
それに対して、助言や支援の内容を丁寧に説明してくれたか否かや、手際よく対応してく

れたか否かを問う設問は、文言上は、専門家や専門機関の総合的な評価を問うものではなく、

総合的評価を行ううえでの前提として、専門家や専門機関の回答者への対応の仕方が適切

であったか否かを問うものであり、たとえば、手際よく対応してはくれたが、トラブルの解

決にはまったく役に立たなかったといったことが生じることは、無理なく想定可能である。

それゆえ、これらの設問への回答を独立変数として、その専門家や専門機関の総合的な評価

に関わる設問への回答に対する影響を分析するというアプローチは、意味のある結果を産

み出す見込みが高いように思われる。しかしながら、これらの設問への回答と専門家や専門

機関の総合的な評価に関わる設問への回答との相関も、ピアソンの相関係数が 0.7 を超える

程度に強く相関しており、少なからざる数の調査対象者に、これらの設問もまた、専門家や

専門機関の総合的な評価を問うものであると受け止められた可能性が高い。 
こうして、調査対象者が実質的には同じことを尋ねているのではないかと考えた可能性

が高い評価項目についての設問を除外すると、残るのは、言いたいことを十分に言わせてく

れたかどうか、法律的な知識を十分に持っていたかどうか、および法律以外の専門的知識を

十分に持っていたかどうかを問う設問ということになる。実際、これらの設問への回答と、

専門家や専門機関の回答者への対応の仕方が適切であったか否かを問う設問や、専門家や

専門機関の総合的な評価を問う相関は、極端に高いとは言えない。しかしながら、法律的な

知識を十分に持っていたかどうかを問う設問への回答と、法律以外の専門的知識を十分に

持っていたかどうかを問う設問への回答とは、ピアソンの相関係数が 0.7 を超える程度に強

く相関しており、この 2 つの設問への回答を、ともに独立変数として重回帰分析に投入す

ると、多重共線性が生じてしまう。 
さらに、最も印象に残っている専門家や専門機関に極めて良い印象を持っている調査対

象者が、8 つの設問のそれぞれが何を尋ねているのかを熟考することなく、すべての設問に

「そう思う」と回答しているケースや、それとは逆に、最も印象に残っている専門家や専門

機関に極めて悪い印象を持っている調査対象者が、同様に 8 つの設問のそれぞれが何を尋

ねているのかを熟考することなく、すべての設問に「そう思わない」と回答しているケース

もないとは言い切れない。 
 

表３ 専門家・専門機関の評価を問う８つの設問への回答の相関 

** 1% 水準で有意 

 
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

① .330** .404** .489** .604** .490** .496** .487** 
② 

 
.724** .491** .518** .529** .511** .491** 

③ 
  

.563** .592** .572** .531** .536** 
④ 

   
.779** .707** .729** .732** 

⑤     .769** .763** .770** 
⑥ 

     
.852** .860** 

⑦             .867** 
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①＝言いたいことを十分に言わせてくれた、②＝法律的な知識を十分に持っていた、③＝法律以外

の専門的知識を十分に持っていた、④＝手際よく対応してくれた、⑤＝助言や支援の内容を丁寧に

説明してくれた、⑥＝トラブルに対応するうえで役に立った、⑦＝相談して良かった、⑧＝その専門

家もしくは専門機関に満足している。 
 
こうした検討を踏まえて、専門家・専門機関の評価を問う 8 つの設問への回答から、それ

らの設問への回答を規定している少数の因子を抽出することも、それらの設問への回答相

互間の因果関係や階層的な連関相関を、多変量解析の手法を用いて解明することも断念し、

それらとは異なるやり方で、専門家・専門機関の評価を規定する要因を探究することとした。

それは、これらの 8 つの設問以外の設問への回答のなかから、専門家・専門機関の総合的な

評価に対して影響を及ぼす要因を探し出すというアプローチである。ただし、そうしたアプ

ローチによる分析を経たうえで、言いたいことを十分に言わせてくれたかどうか、法律的な

知識を十分に持っていたかどうか、および法律以外の専門的知識を十分に持っていたかど

うかを問う 3 つの設問への回答については、それらが専門家・専門機関の総合的な評価を

左右する要因として作用していることが、改めて検証されることになるであろう。 
 
Ⅲ 「結果に基づく評価」と「期待に基づく評価」 

 
（１）結果に基づく評価 

 トラブルに対処するために利用した専門家や専門機関に対する評価を左右する要因とし

て、まず考えられるのは、専門家や専門機関を利用したことによって、トラブルを満足でき

るかたちで処理することができたかどうかであろう。もっとも、ある特定の専門家や専門機

関を実際に利用した者にとっては、その専門家や専門機関を利用しなかったならば、トラブ

ルの帰趨はどうなっていたのかを想像することは、必ずしも容易なことではない。まったく

の反実仮想であるからである。むしろ、トラブルを満足できるかたちで処理することができ

ていれば、その結果から遡及して、トラブルに対処するプロセスにおいて利用した専門家や

専門機関を、肯定的に評価するという思考パターンが採られることが多いのではないかと

推測される。すなわち、「終わり良ければすべて良し」という思考パターンである。このこ

とはまた、専門家や専門機関を利用したその時点においては、その専門家や専門機関に良い

印象を持ったとしても、その後、トラブルがうまく処理できず、不満足な結果に終わってし

まったならば、そうした専門家や専門機関を利用した後の事態の推移に照らして、利用した

専門家や専門機関に対して抱いていた良い印象が下方修正されるということも、起こりう

るということを意味している。 
 要するに、トラブルが満足できるかたちで終結しているか、あるいは、まだ終結してはい

ないが、満足できるかたちで終結する可能性が高い状態にある場合には、そのトラブルに対

処する過程で利用した専門家や専門機関は肯定的に評価され、逆に、トラブルが不本意なか

たちで終結しているか、あるいは、まだ終結していないが、不本意なかたちで終結する可能

性が高い状態にある場合には、そのトラブルに対処する過程で利用した専門家や専門機関

は否定的に評価される可能性が高いのではないかと想定される。そうした、トラブルの現状

を手がかりとして、そこから時間軸を遡及するかたちで行われる専門家や専門機関に対す

る評価を、「結果に基づく評価」と呼ぶことにしたい。 
 紛争経験調査では、「最も重大だったトラブル」の現状について、いくつかのことを尋ね
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ている。すなわち、まず、そのトラブルが終結しているかどうかを尋ね、「すでに終わって

いる」と答えた者には、どのようなかたちで終わったのかを尋ねている。また、「最も重大

だったトラブル」がまだ終結していない者も含めて、「最も重大だったトラブル」が何であ

ったのかを回答した者全員に、そのトラブルの解決として一番望んでいたことが実現でき

たかどうか、あるいは実現できそうかどうかを尋ねるとともに、そのトラブルの「現在のあ

り方」に対する満足度も尋ねている。 
 試みに、「最も重大だったトラブル」に対処するために専門家や専門機関を利用した者と

利用しなかった者とで、これらの設問への回答に差違が生じているかどうかを調べると、以

下のような結果が得られた。 
まず、表 4 に示したように、専門家や専門機関を利用した者のあいだでは、「最も重大だ

ったトラブル」が「すでに終わっている」と回答している者や「まだ終わっていないが、解

決に近づいている」と回答している者の割合が、専門家や専門機関を利用しなかった者のあ

いだでよりも、高くなっている。それとは逆に、「まだ続いていて、進展がない」と回答し

ている者や「うやむやになっている」と回答している者の割合は、専門家や専門機関を利用

した者のあいだでよりも、専門家や専門機関を利用しなかった者のあいだで高くなってい

る。こうした差違は、専門家や専門機関の利用には、トラブルの解決を促進する効果がある

ことを示しているように思われる。 
 

表４ 専門家や専門機関の利用とトラブルの現状との関係  
最も重大だったトラブルの現状 

すでに終

わってい

る 

まだ終わ

っていな

いが、解決

に近づい

ている 

まだ続い

ていて、進

展がない 

まだ続い

ていて、前

より深刻

になって

いる 

うやむや

になって

いる 

専門家・専門機関を利用した

（N = 483） 50.9% 12.4% 17.4% 4.6% 14.7% 

専門家・専門機関を利用しな

かった（N = 1,099）  
44.9%  7.7%  21.7%  4.4%  21.3%  

全体（N = 1,582） 46.7% 9.2% 20.4% 4.4% 19.3% 

 
 また、「最も重大だったトラブル」が既に終わっている者に、どのようなかたちで終わっ

たのかを尋ねた設問に対しては、専門家や専門機関を利用しなかった者のうちの 25.8%が、

回答者の側がトラブルの相手方に対する要求をあきらめることでトラブルが終わったと回

答しているのに対して、専門家や専門機関を利用した者のうちでは、回答者の側がトラブル

の相手方に対する要求をあきらめることでトラブルが終わったと回答している者の割合は、

15.3%にとどまっている。こうした差違は、要求を断念したくないという思いが強い者のほ

うが、そうでない者よりも、専門家や専門機関を利用する傾向が強いために生じている可能

性が高いが、それとともに、専門家や専門機関から助言や助力を得たことによって、要求を

断念することを思いとどまったというケースも、相当数存在しているのではないかと推測

される。 
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 次に、最も重大だったトラブル」が何であったのかを回答した者全員に、その「最も重大

だったトラブル」の解決として一番望んでいたことが実現できたかどうか、あるいは実現で

きそうかどうかを尋ねた設問への回答を見ると、表 5 に示したように、専門家や専門機関

を利用した者のあいだでは、専門家や専門機関を利用しなかった者のあいだでよりも、トラ

ブルの解決として一番望んでいたことが「ほとんど実現できた（できそうである）」もしく

は「ある程度実現できた（できそうである）」と回答している者の割合が高い。専門家や専

門機関の利用には、望んでいた解決を実現する可能性を高める効果があると言うことがで

きそうである。 
 

表５ 専門家や専門機関の利用と望んでいた解決の実現度との関係 

 

望んでいた解決の実現度 

ほとんど

実現でき

た（できそ

うである） 

ある程度

実現でき

た（できそ

うである） 

どちらと

もいえな

い 

あまり実

現できな

かった（で

きなさそ

うである） 

まったく

実現でき

なかった

（できな

さそうで

ある） 
専門家・専門機関を利用した

（N = 477） 20.5% 16.8% 13.8% 15.3% 33.5% 

専門家・専門機関を利用しな

かった（N = 1,101）  
13.7%  9.9%  14.4%  14.0%  48.0%  

全体（N = 1,578） 15.8% 12.2% 14.3% 14.4% 43.6% 

 
 専門家や専門機関を利用した者のあいだではまた、こうした望んでいた解決の実現度の

高さを反映してか、表 6 に示したように、トラブルの現状への満足度も、専門家や専門機関

を利用しなかった者のあいだでよりも高くなっている。 
 

表６ 専門家や専門機関の利用とトラブルの現状への満足度との関係 

 

トラブルの現状への満足度 

満足でき

る 

どちらか

というと

満足でき

る 

どちらと

もいえな

い 

どちらか

というと

満足でき

ない 

満足でき

ない 

専門家・専門機関を利用した

（N = 479） 14.6% 17.7% 16.1% 12.5% 39.0% 

専門家・専門機関を利用しな

かった（N = 1,103）  
9.7%  10.5%  17.0%  15.5%  47.3%  

全体（N = 1,582） 11.2% 12.7% 16.7% 14.6% 44.8% 

 
 以上をまとめると、専門家や専門機関の利用は、トラブルの終結を促進するとともに、ト

ラブルの相手方に対する要求を安易には断念しないという態度を強化し、その結果、望んで

いた解決の実現可能性やトラブルの現状への満足度を高める効果があると言うことができ
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そうである。そして、そうであるとしたならば、先に見たように専門家や専門機関に対する

利用者の評価が概して良好であることは、そうした事実の反映であると考えることができ

そうである。すなわち、専門家や専門機関の利用者は、専門家や専門機関を利用した後の現

状を踏まえて、遡及的に専門家や専門機関を評価しており、そうした評価の準拠点となる現

状が比較的良好なものであるがゆえに、専門家や専門機関に対する利用者の評価は、概ね良

好なものとなっているという理解には、十分な根拠があるように思われる。それは要するに、

結果に基づく評価が行われているということに他ならない。 
 しかしながら、専門家や専門機関に対する利用者の評価は、そうした結果に基づく評価に

尽きるものなのであろうか。 
 
（１）期待に基づく評価 

 トラブルに巻き込まれた者が専門家や専門機関を利用するのは、その専門家や専門機関

が、トラブルの解決に資するような何かを提供してくれることを期待するがゆえにであろ

う。そうであるとしたならば、その期待していた何かを実際に専門家や専門機関が提供して

くれたならば、そのことは、その専門家や専門機関に対する肯定的な評価につながるのでは

ないであろうか。また、そうした期待していた何かを得ることができたことを理由とする肯

定的な評価は、たとえトラブルを満足できるかたちで解決することができなかったとして

も、そのことによって完全に打ち消されてしまうことはないのではないであろうか。 
たとえば、トラブルの相手方に対する自分の要求は法的に正当なものなのかどうかを確

認するために弁護士に相談したトラブル当事者が、その相談した弁護士から、法的にはトラ

ブルの相手方が主張していることの方が正当であり、それゆえ、裁判になったならば敗訴し、

高額の賠償金を支払わなければならない可能性が高いことから、トラブルの相手方に対し

て大幅な譲歩をしてでも、話し合いによって解決した方が賢明であるというアドバイスを

得たというケースを想定してみることにしよう。そのようなケースにおいては、弁護士のア

ドバイスに従って行動したならば、トラブルが勃発した当初に抱いていた期待は実現でき

ないことになるし、トラブルの相手方に大幅に譲歩せざるを得なかったことは、トラブルが

終結した後の現状に対する不満を帰結する可能性が高い。しかしながら、そうした経験をし

たトラブル当事者が、もしも弁護士のアドバイスを得られなかったならば、さらに酷い状態

に陥ってしまったかもしれないと考えたならば、相談した弁護士に対する評価は、高いもの

となるのではないであろうか。 
そうだとしたならば、それは、利用した専門家や専門機関が、利用するに際して抱いてい

たその専門家や専門機関に対する期待を裏切らなかったならば、そのことは、たとえトラブ

ルが満足できるかたちで終結しなかったとしてもなお、その専門家や専門機関に対する高

評価につながるということに他ならない。すなわち、専門家や専門機関を利用するに際して

のその専門家や専門機関に対する期待と、その専門家や専門機関が実際にしてくれたこと

との一致度もしくは乖離度を手がかりとして、専門家や専門機関に対する評価が行われて

いるということも、十分に想定可能なのである。そうした評価を、「期待に基づく評価」と

呼ぶことにしよう。 
紛争経験調査には、このような意味での「期待に基づく評価」が実際に行われているのか

どうかを調べるための手がかりになる設問として、最も印象に残っている専門家や専門機

関を利用したのは、どのようなことをしてくれると思ったからであるかを尋ねる設問と、そ
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の専門家や専門機関が実際にしてくれたのは何であったのかを尋ねる設問とが含まれてい

る。それら 2 つの設問はいずれも、複数の選択肢を列挙して、そのうちから該当するものを

すべて選択するという形式を採っているが、「あなたの側の話を聞いてくれること」、「相手

方とのあいだに入って交渉してくれること」、「法律的な助言を与えてくれること」、「法律以

外の専門的な知識や助言を与えてくれること」、「あなたの側の利益を守る方法を教えてく

れること」、「他の機関・団体・専門家を紹介してくれること」、「訴訟や調停・審判で代理し

てくれること」、「被害の救済や防止のために行動してくれること」、および「トラブルや納

得できないことに直接対処してくれること」という 9 つの選択肢は、いずれの設問におい

ても挙げられている1。 
 そこで、これら 9 つの選択肢のそれぞれに記載された事項ついて、期待したと答えた者

の数と実際にしてもらったと答えた者の数に基づいて、期待し、かつ実際にしてもらった者、

すなわち期待が実現された者の数を算出し、さらに、その数を期待した者の数で除して、個

別期待の実現度を算出した。その結果は、表 7 に示したとおりである。 
 

表７ 専門家・専門機関に対する期待と現実 

 
期待した 実際にし

てもらっ

た 

期待し、

かつ、実

際にして

もらった 

個別期待

の実現度

（%） 

あなたの側の話を聞いてくれること 313  352  271  86.6  
相手方とのあいだに入って交渉してくれること 212  154  138  65.1  
法律的な助言を与えてくれること 209  166  142  67.9  
法律以外の専門的な知識や助言を与えてくれる

こと 125  122  82  65.6  

あなたの側の利益を守る方法を教えてくれるこ

と 
135  92  66  48.9  

他の機関・団体・専門家を紹介してくれること 44  41  16  36.4  
訴訟や調停・審判で代理してくれること 52  29  24  46.2  
被害の救済や防止のために行動してくれること 14  11  8  57.1  
トラブルや納得できないことに直接対処してく

れること 16  19  13  81.3  

 
 この表は、それ自体として、いくつかの興味深い事実を示している。 
まず第 1 に、専門家や専門機関に対して期待したこととして、最も多くの者に選択され

ているのは、「あなたの側の話を聞いてくれること」という選択肢であることに注目する必

 
1 厳密には、調査対象者に郵送した調査票において、いずれの設問にも選択肢として示されてい

ないのは最初の 7 つのみである。「被害の救済や防止のために行動してくれること」と「トラブ

ルや納得できないことに直接対処してくれること」という 2 つの選択肢は、調査後に、「上記以

外のこと」という選択肢を選択した者の、その「上記以外のこと」の具体的内容についての記述

を検討した際に、これら 2 つの選択肢に該当する内容の記述が多かったことから、追加的に設

定し、「上記以外のこと」という選択肢を選択した者の一部を、これら 2 つの選択肢のいずれか

を選択したものとして扱うこととしたものである。 
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要がある。この選択肢が最も高頻度で選択されているのは、どのような専門家や専門機関に

対しても、話を聞いてもらうことを期待することは、不合理なことではないがゆえにであろ

う。 
弁護士に医学的な観点からの助言を期待することや、医師に法的な観点からの助言を期

待することは、的外れであると言わざるを得ないであろう。また、専門的な見地に立って助

言を与えてくれはするが、それ以上のことはしてくれない専門家や専門機関は少なくなく、

それらの専門家や専門機関に「相手方とのあいだに入って交渉してくれること」を期待する

のも、やはり的外れであろう。すなわち、様々な専門家や専門機関のそれぞれには、できる

こととできないことがあるのである。そして、専門家や専門機関を利用する者の多くは、そ

れぞれの専門家や専門機関のできることは何であるかについての、彼らなりの認識を踏ま

えて、特定の専門家や専門機関を利用する。それゆえに、弁護士に医学的な観点からの助言

を期待する者や、医師に法的な観点からの助言を期待する者は、いたとしてもわずかにとど

まることになる。 
紛争経験調査においても、最も重大だったトラブルに対処するために利用した専門家や

専門機関のうちで最も印象に残っているものとして「弁護士・弁護士事務所」を選択した者

のうちで、その弁護士もしくは弁護士事務所に「法律的な助言を与えてくれること」を期待

したと回答している者の割合は 68.7%であるのに対して、最も重大だったトラブルに対処

するために利用した専門家や専門機関のうちで最も印象に残っているものとして「病院・医

師・診療所」を選択した者のうちで、その病院、医師、もしくは診療所に「法律的な助言を

与えてくれること」を期待したと回答している者の割合は一人もいない。 
それに対して、「あなたの側の話を聞いてくれること」を期待したと回答している者の割

合は、最も印象に残っている専門家もしくは専門機関として「弁護士・弁護士事務所」を選

択した者のうちでは 61.4%、「病院・医師・診療所」を選択した者のうちでも 66.7%となっ

てる。話を聞いてもらうことは、どのような専門家や専門機関に対しても期待して良いこと

と認識される傾向が強く、それゆえに、専門家や専門機関を利用する者の多くは、どのよう

な専門家や専門機関を利用するかに関わりなく、その専門家や専門機関に固有の能力や権

限、あるいは社会的役割等に関連した期待とともに、話を聞いてくれることを期待するので

ある。 
第 2 に、この話を聞いてくれることへの期待は、最も充足されやすい期待であることを、

この表は示している。話を聞いてくれることを期待した者の 85%以上が、この期待は充た

されたと回答している。 
第 3 に、比較的多くの回答者が抱いている期待は、話を聞いてくれることへの期待ほど

ではないにせよ、充たされる可能性が高いことも、この表は示している。すなわち、相手方

とのあいだに入って交渉してくれることへの期待、法律的な助言を与えてくれることへの

期待、および法律以外の専門的な知識や助言を与えてくれることへの期待は、いずれも、

65%以上の確率で充たされているのである。これらの期待の充足度が高いのは、専門家や専

門機関を利用する者の多くは、多種多様な専門家や専門機関のそれぞれが、何をすることが

でき、何はすることができないかを、概ね正しく認識したうえで、自らがして欲しいと思っ

ていることをしてくれる可能性が高い専門家や専門機関を選択しているからであろうと推

測される。それに対して、自らの利益を守る方法を教えてくれることへの期待が充足される

確率は 50%を下回っているが、それは、専門家もしくは専門機関の専門的な観点から見る
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ならば、相談に来訪した者の利益となるようなトラブルの解決策は皆無であるか、あるいは

極めて実現困難なものであり、それゆえに、利益を守る方法はないと回答せざるを得ないケ

ースが、相当数存在するためではないかと推測される。 
以上の考察を踏まえて、「期待に基づく評価」に話を戻すならば、専門家や専門機関を利

用する者が、その専門家や専門機関に対して抱くことの多い、話を聞いてくれること、相手

方とのあいだに入って交渉してくれること、法律的な助言を与えてくれること、および法律

以外の専門的な知識や助言を与えてくれることへの期待は、充足される頻度が高く、そのこ

とと、専門家や専門機関に対する利用者の評価は概ね良好であることとを結び付けて考え

るならば、期待が充足されていることが高評価を帰結しているという推測は、十分に成り立

ちうるように思われる。そして、そうであるとしたならば、専門家や専門機関に対する利用

者の評価は、「終わり良ければすべて良し」の一言で片付けられるものではないということ

になる。 
 
Ⅳ 専門家・専門機関に対する評価の規定要因 

 
 トラブルに対処するために専門家や専門機関を利用した者の、利用した専門家や専門機

関に対する評価は、専門家や専門機関を利用した後の現状がどの程度満足できるものであ

るかによって規定される側面と、専門家や専門機関を利用するに際して、その専門家や専門

機関に対して抱いていた期待が、どの程度充たされたかによって規定される側面とがある

という、これまでに述べてきた推測を、重回帰分析によって検証することにしよう。用いる

変数は、以下のとおりである。 
 まず、「現状満足度」を示す独立変数としては、表 6 に掲げたトラブルの現在のあり方が

満足できるものであるか否かを、「満足できない」、「どちらかというと満足できない」、「ど

ちらともいえない」、「どちらかというと満足できる」、「満足できる」の 5 段階で尋ねた設問

への回答を用いる。満足度が高いほど大きな数値となるように、それぞれの回答に 1 から 5
までの数値を割り当てている。また、「期待充足度」を示す独立変数としては、回答者のそ

れぞれが、表 7 に掲げた 9 つの項目のうちのいくつを期待し、その期待した項目のうちの

いくつが充足されたかを計算し、それをパーセントで表したものを用いる。 
 従属変数としては、表 1 に掲げた 8 つの評価項目のうち、役に立ったか否か、相談して

良かったか否か、および相談したことに満足しているか否かという、専門家や専門機関の総

合的な評価を問う 3 つの評価項目についてのそれぞれの回答者の回答に、評価が高いほど

大きな値となるように、「そう思う」には 5、「どちらかといえばそう思う」には 4 というよ

うに 1 から 5 までの数値を割り当てたうえで、回答者ごとにその数値を合算して得た値を

用いる。既述のとおり、これら 3 つの評価項目についての評価は、相互に、ピアソンの相関

係数が 0.8 を超えるほど強く相関していることから、このように単純に合算し、専門家や専

門機関に対する「総合評価」を示す単一の尺度として用いることに、問題はないであろう。 
 2 つの独立変数と従属変数の、それぞれの基本統計量は表 8 に、重回帰分析の結果は表 9
に示したとおりである。 
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表８ 重回帰分析に用いた変数の基本統計量 

 有効回答数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
〔独立変数〕      

現状満足度   459 1 5 2.57 1.51 
期待充足度 496 0 100 68.78 37.96 

〔従属変数〕      
総合評価 411 3 15 11.55 3.85 

＊現状満足度は、専門家・専門機関を利用しなかった調査対象者にも尋ねているが、上記の有効回答数は、

最も重大だったトラブルに対処するために利用した最も印象に残っている専門家・専門機関が何であっ

たかを回答した調査対象者のうちで、現状満足度を回答している者の数である。 
 

表９ 専門家・専門機関に対する総合評価を従属変数とした重回帰分析（１） 

  
      非標準化係数 

    β    t     有意 

   確率      B     S.E. 
（定数） 7.166 0.428  16.748 0.000 

現状満足度 0.798 0.112 0.313 7.117 0.000 

期待実現度 0.034 0.005 0.328 7.469 0.000 
＊R2 = .240、調整済み R2 = .236 

 
「現状満足度」も「期待実現度」も、「総合評価」に有意な正の影響を及ぼしている。専

門家や専門機関を利用した者は、利用した専門家や専門機関に対して「結果に基づく評価」

と「期待に基づく評価」の両方を行っていると考えることができる。「期待実現度」の非標

準化係数は、極めて小さな値をとっているが、それは、「期待実現度」が、実現された期待

の割合をパーセントであらわした、1 から 100 の値をとる変数であるためである。専門家や

専門機関に対して期待したことがすべて実現されれば、「期待実現度」の値は 100 となり、

専門家や専門機関に対する総合評価は、3.4 ポイント上昇する。3 から 15 までの値をとる

専門家や専門機関に対する総合評価が 3.4ポイント上昇するということは、かなり大きな変

化である。それは、たとえば、この変数のもとになっている役に立ったか否か、相談して良

かったか否か、および相談したことに満足しているか否かのそれぞれの評価が、いずれも

「どちらかともいえない」から「どちらかといえばそう思う」に移行するのと同等以上の変

化である。専門家や専門機関に対する利用者の評価は、「終わり良ければすべて良し」とい

うことに尽きるようなものではないのである2。 
 先に、専門家や専門機関の回答者への対応の仕方がどうであったのかを問う 2 つの設問

への回答と、専門家や専門機関に対する総合的な評価を問う 3 つの設問への回答とのあい

だには、ピアソンの相関係数が 0.7 を超える強い相関があり、調査対象者の多くが、これら

の設問はいずれも、実質的には同じことを尋ねているのではないかと考えた可能性が高い

ことを指摘した。そのことを踏まえて、本稿では、専門家や専門機関の回答者への対応の仕

 
2 同様の知見は、2006 年に実施した法使用行動調査によって得られたデータの分析によっても

得られており、それは、この知見の頑健性を含意していると言ってよいであろう。阿部（2010）
を参照。 
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方が適切であったか否かを問う 2 つの設問への回答を、専門家や専門機関に対する総合的

な評価を問う 3 つの設問への回答を規定する独立変数として扱うことを控えてきた。しか

しながら、専門家や専門機関の回答者への対応の仕方についての評価を問う 2 つの設問へ

の回答を、「現状満足度」や「期待充足度」とともに独立変数として投入してもなお、「現状

満足度」や「期待充足度」が有意な正の影響を「総合評価」に対して及ぼしていると認めら

れるならば、そのことは、「現状満足度」や「期待充足度」が「総合評価」の規定要因であ

ることの、追加的な証拠となり得るであろう。 
 そうした観点から、専門家や専門機関の対応の仕方が適切であったか否かについての評

価を求めた 2 つの設問、っすなわち、専門家や専門機関が助言や支援の内容を丁寧に説明

してくれたか否かを尋ねた設問と、手際よく対応してくれたか否かを尋ねた設問への回答

に、「そう思う」には 5、「どちらかといえばそう思う」には 4 というように 1 から 5 までの

数値を割り当てたうえで、回答者ごとにその数値を合算して、「対応評価」という合成変数

を作成した。この変数の基本統計量は、最小値が 2、最大値が 10、平均値が 7.70、標準偏
差が 2.46 である。また、この変数と、先の重回帰分析で従属変数として用いた、「総合評価」

とのあいだには、ピアソンの相関係数が 0.833 という値となる、極めて強い相関が認められ

る。 
 この変数を、「現状満足度」および「期待充足度」とともに独立変数として用い、「総合評

価」を従属変数とする重回帰分析を行ったところ、表 10に示したとおりの結果が得られた。

「対応評価」という、「総合評価」と極めて強い相関関係があり、「総合評価」とは別個の何

ものかを測定しているかどうかが疑わしい変数の影響を統制してもなお、「現状満足度」と

「期待充足度」はいずれも、「総合評価」に有意な正の影響を及ぼしている。専門家や専門

機関に対する評価として「結果に基づく評価」と「期待に基づく評価」とがともに行われて

いるという、先の表 9 に示した重回帰分析によって得られた知見は、かなりの頑健性を有

していると言ってよいであろう。 
 

表１０ 専門家・専門機関に対する総合評価を従属変数とした重回帰分析（２） 

  
       非標準化係数 

    β    t     有意 

   確率       B     S.E. 
（定数）  0.587  0.371   1.583  0.114  

対応評価  1.196 0.047 0.749 25.415 0.000  

現状満足度  0.345 0.073 0.134 4.750 0.000  

期待実現度  0.012 0.003 0.115 4.035 0.000 
R2 = .712、調整済み R2 = .710 

 
 ところで、紛争経験調査において、専門家や専門機関を利用するに際して期待したか否か

を尋ねた事項には、専門家や専門機関に対する評価を問う設問と密接に関連したものが含

まれている。すなわち、「あなたの側の話を聞いてくれること」を期待したかどうかという

設問と「言いたいことを十分に言わせてくれた」かどうかという評価項目とのあいだ、「法

律的な助言を与えてくれること」を期待したかどうかという設問と「法律的な知識を十分に

持っていた」かどうかという評価項目とのあいだ、そして、「法律以外の専門的な知識や助
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言を与えてくれること」を期待したかどうかという設問と、「法律以外の専門的な知識を十

分に持っていた」かどうかという評価項目とのあいだには、強い関連性が認められる。この

ことから、次のような推測が導かれる。すなわち、自らの話を聞いてくれることを期待した

者は、自らの話を専門家や専門機関が遮ることなく傾聴してくれたか否かに敏感になるは

ずであり、それゆえ、それらの者の専門家や専門機関に対する総合的な評価は、同様の期待

を抱いてはいなかった者の専門家や専門機関に対する総合的な評価と比較して、「言いたい

ことを十分に言わせてくれた」かどうかの評価に、より強く規定されたものとなるはずであ

る。同様の推測が、法律的な助言を期待した者とそうでない者とのあいだの、「法律的な知

識を十分に持っていた」かどうかの評価の総合的な評価への影響の程度の相違や、法律以外

の専門的な知識や助言を期待した者とそうでない者とのあいだの、「法律以外の専門的な知

識を十分に持っていた」かどうかの評価の総合的な評価への影響の程度の相違についても

成り立つ。 

 そうした推測に基づいて、「言いたいことを十分に言わせてくれた」かどうか、「法律的

な知識を十分に持っていた」かどうか、および「法律以外の専門的な知識を十分に持ってい

た」かどうかを尋ねた設問への回答に、「そう思う」には 5、「どちらかといえばそう思う」

には 4 というように 1 から 5 までの数値を割り当てて作成した 3 つの変数と「総合評価」

との相関を、それぞれの個別評価項目に関連した期待を専門家や専門機関に対して抱いて

いたグループと抱いてはいなかったグループとに回答者を分け、グループごとに計算した

ところ、表 11 に示したとおりの結果が得られた。 
 

表１１ 個別的な評価と総合的な評価との関係 

１１－Ａ 言いたいことを十分に言わせてくれたかどうかの評価と「総合評価」との関係 

全体（N = 432） r = 0.516** 
話を聞いてくれることを期待したグループ（N = 272） r = 0.537** 
話を聞いてくれることを期待しなかったグループ（N = 160） r = 0.492** 

** 1% 水準で有意 

１１－Ｂ 法律的な知識を十分に持っていたかどうかの評価と「総合評価」との関係 

全体（N = 403） r = 0.542** 
法律的な助言を期待したグループ（N = 182） r = 0.619** 
法律的な助言を期待しなかったグループ（N = 221） r = 0.495** 

** 1% 水準で有意 

１１－Ｃ 法律以外の専門的知識を十分に持っていたかどうかの評価と「総合評価」との関

係 

全体（N = 403） r = 0.582** 
法律以外の専門的な知識や助言を期待したグループ（N = 114） r = 0.672** 
法律以外の専門的な知識や助言を期待しなかったグループ（N = 289） r = 0.552** 

** 1% 水準で有意 

 
 表 11-A は、専門家や専門機関に話を聞いてくれることを期待した回答者のグループにお
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いては、そうした期待を抱かなかった回答者のグループと比較して、言いたいことを十分に

言わせてくれたかどうかの評価と「総合評価」との相関がより強いことを示している。表 11-
B は、専門家や専門機関に法律的な助言を期待した回答者のグループにおいては、そうした

期待を抱かなかった回答者のグループと比較して、法律的な知識を十分に持っていたかど

うかの評価と「総合評価」との相関がより強いことを示している。表 11-C は、専門家や専

門機関に法律以外の専門的な知識や助言を期待した回答者のグループにおいては、そうし

た期待を抱かなかった回答者のグループと比較して、法律以外の専門的知識を十分に持っ

ていたかどうかの評価と「総合評価」との相関がより強いことを示している。いずれも、推

測どおりの結果である。専門家や専門機関を利用する際に、ある特定のことを期待していた

者は、その期待に関連した評価項目についての評価が「総合評価」に及ぼす影響が、同様の

期待をしていなかった者と比較して、より強くなるのである。 
 こうした知見は、先に示した重回帰分析によって得られた、「期待実現度」が「総合評価」

に対して及ぼしている影響の頑健性に関する知見と相俟って、専門家や専門機関は、自らに

対してトラブルの当事者が何を期待しているのかを的確に把握したうえで、その期待に応

えるよう努めるならば、利用者から高い評価を得ることができるということを含意してい

る。 
もっとも、専門家や専門機関が、自らのもとに訪れるトラブルの当事者の一人ひとりが何

を期待しているのかを精確に認識することは、必ずしも容易なことではないかもしれない。

来訪したトラブルの当事者が何を期待しているのかが不明である場合には、専門家や専門

機関を利用する者の多くは、話を聞いてもらうことを期待しているという、表 7 に示した

知見が重要である。この知見は、来訪したトラブルの当事者が何を期待しているのかが不明

な場合には、まずはその者の話をじっくりと聞くことが、専門家や専門機関が自らの評価を

高めるために採用すべき、重要な方策であるということを含意している。そして、来訪者の

話をじっくりと聴取したならば、その来訪者が、話を聞いてもらうことに加えて、さらに何

を期待しているかも、明らかになるであろう。そうした話を聞いてもらうこと以外の期待に

も応えることができたならば、利用者による評価は、さらに高まることになる。 
 ただし、「期待に基づく評価」が、専門家や専門機関に対する利用者の評価のすべてでは

ない。利用者は「結果に基づく評価」も行っており、したがって、たとえ専門家や専門機関

が利用者の期待のすべてに応えることができたとしても、トラブルの帰趨のいかんによっ

ては、低い評価が下されることは避けられない。専門家や専門機関には、利用者による評価

にはそうした側面があることを甘受したうえで、自らの努力次第で変動する「期待に基づく

評価」を高めることに注力すべきなのである。 
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