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* 1 　事件票については，第 1回報告書11頁参照。
* 2 　第一審の民事訴訟事件には，通常訴訟事件，人事訴訟事件，手形・小切手訴訟事件，少額訴訟事件があるが，ここ

での「民事第一審訴訟事件」とは，地方裁判所の通常訴訟事件及び人事訴訟事件を指す。なお，平成16年 4 月 1 日
以降提起された人事訴訟（人事を目的とする訴え）は，地方裁判所の管轄から家庭裁判所の管轄に移管されており，
地方裁判所は，同日以前から係属していた事件及び経過措置により同日以後に提起されたそれに関する反訴事件等
のみを引き続き審理している。

* 3 　民事第一審訴訟事件全体の概況のほか，いわゆる専門訴訟のうち，医事関係訴訟，建築関係訴訟，知的財産権訴訟
及び労働関係訴訟の概況を分析する。また，第一審の行政訴訟のうち地方裁判所に提起されるもの（本報告書では，

「行政事件訴訟」という。）及び人事訴訟のうち家庭裁判所に提起されるものの概況も分析する。
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*4 「金銭のその他」は，金銭の支払を目的とする事件で，事件票上，個別に分類されて統計が取られているもの以外の事件であり

手付金，地代，家賃，敷金，不当利得金，保証債務等を請求する事件等が含まれる。また，「建物」には，建物の明渡し，引渡

し，収去，建物に関する登記手続を請求する事件等が含まれる。
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* 4 　「金銭のその他」は，金銭の支払を目的とする事件で，事件票上，個別に分類されて統計が取られているもの以外の
事件であり,手付金，地代，家賃，敷金，不当利得金，保証債務等を請求する事件等が含まれる。また，「建物」には，
建物の明渡し，引渡し，収去，建物に関する登記手続を請求する事件等が含まれる。
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* 5 　 詳細については，第 3回報告書概況・資料編24頁「貸金業者に対する過払金返還請求訴訟による統計データ上の影
響を取り除く方法」参照。多くの過払金返還請求訴訟の事件名である「不当利得返還請求事件」や「過払金返還請求
事件」が含まれる事件類型（以下『「金銭のその他」等』という。）を，民事第一審訴訟事件から除外したものを，以下
「民事第一審訴訟（過払金等以外）」という統計データとして利用する。なお，過払金返還請求訴訟に関する平成22
年の統計データには，同年10月に大手金融業者について会社更生手続が開始したことにより，相当数係属していた
同金融業者を被告とする過払金返還請求訴訟が長期間にわたり中断したり，他の同種業者の事件の解決も困難に
なったりして，全体の平均審理期間が長期化したり，他の同種業者の経営悪化を懸念して提訴が増加するなどの影
響が生じている可能性がある。平成23年以降も引き続き，同金融業者を被告とする過払金返還請求訴訟や他の同種
事件には，同様の影響が生じる可能性も考えられる。したがって，平成22年の統計データの分析にあたり，前記の
ような影響の可能性を念頭に置く必要があるとともに，今後ともその影響を注視していく必要がある。
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* 6 　事件票において，「対席事件」とは，「被告側当事者の口頭弁論期日における弁論」があった事件を指しており，被告が
出頭して弁論をした場合だけでなく，不出頭であるが事前に答弁書を提出していたため，その記載事項を陳述した
ものとみなされた場合（いわゆる擬制陳述）をも含んでいる。これに対し，「欠席事件」には，①適法な呼出し（公示
送達による呼出しを除く。）がされたのに，被告が，答弁書その他の準備書面を提出せず，口頭弁論期日に出頭しな
かったため，訴状の記載事実を自白したものとみなされた場合（いわゆる擬制自白）や，②公示送達による呼出し
がされ，被告が答弁書等を提出せず，口頭弁論期日に出頭しなかった場合が含まれる。
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* 7 　人証調べ実施事件についての統計データについては，原則として民事第一審訴訟（全体）についてのデータの分析
を行う。これは，過払金返還請求訴訟の多くは，人証調べを実施せずに終局に至るため，人証調べ実施事件に限定
したデータは過払金返還請求訴訟の増加による影響を受けにくいと考えられるためである（前掲【表19】参照）。

* 8 　「人証調べ期間」は，「人証調べ開始日」（最初の人証調べを実施した日）から「人証調べ終了日」（最後の人証調べを実
施した日）までの期間を指している。 1日で人証調べが終了した場合には，0.03月として算定している。また，人
証調べ開始日と終了日との間に争点整理手続や和解のための期間が入っていても，人証調べ期間は，それを含んだ
長さの期間として算定されている。
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9 「責任追及等」は，いわゆる株主代表訴訟であり，具体的には，会社法847条3項又は5項（これらの規定を準用する場合を含

む。）に基づく訴え，会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律64条による改正前の商法267条3項又は4項（これら

の規定を準用する場合を含む。）に基づく訴えを指す。
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* 9 　「責任追及等」は，いわゆる株主代表訴訟であり，具体的には，会社法847条 3 項又は 5項（これらの規定を準用す
る場合を含む。）に基づく訴え，会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律64条による改正前の商法267条
3 項又は 4項（これらの規定を準用する場合を含む。）に基づく訴えを指す。
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*10　上訴率及び上訴事件割合については，前掲Ⅰ2.1.1脚注 5， 6参照。
*11　本文に掲げた上訴率及び上訴事件割合の母数となる事件には，被告が口頭弁論に出頭しないまま請求認容判決（い

わゆる欠席判決）がされた事件や自白に基づく判決がされた事件がなど実質的な争いのない事件も含まれている。
*12　全期日回数 0回の事件の上訴率は 1割を超えているが，全期日回数 0回の事件は，いずれも，口頭弁論を経ないで

訴え却下の判決をしたケース（民事訴訟法140条。訴えが不適法でその不備を補正することができないときは，裁
判所は，口頭弁論を経ないで，判決で，訴えを却下することができる。）であり，このような形で訴えを却下された
ことを不服として控訴をすることが多いものと思われる。
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*13　「建築瑕疵損害賠償」，「医療損害賠償」については，当事者間の感情的対立が激しいことも影響しているものと考え
られる。また，「労働金銭」についても，当事者間の対立が激しいことが影響していることが考えられる（第 3回報
告書分析編53頁，68頁，84頁参照）。
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14 判決で終局した事件の中には，いわゆる欠席判決がされた事件も含まれているが，このような事件は，対席事件と比べ，平 

均審理期間が短く（前掲【図 15】参照），実質的に争いがないことが多いため，上訴率は低い。また，対席事件であっても，被

告が原告の請求原因事実を争わない事件（自白事件）は，実質的な争いがなく，上訴率は低い。このような事件を除外したも

のが，人証調べを実施し（自白事件では人証調べを実施しないことが多い。），判決で終局した対席事件である。
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*14　判決で終局した事件の中には，いわゆる欠席判決がされた事件も含まれているが，このような事件は，対席事件と
比べ，平均審理期間が短く（前掲【図15】参照），実質的に争いがないことが多いため，上訴率は低い。また，対席
事件であっても，被告が原告の請求原因事実を争わない事件（自白事件）は，実質的な争いがなく，上訴率は低い。
このような事件を除外したものが，人証調べを実施し（自白事件では人証調べを実施しないことが多い。），判決で
終局した対席事件である。
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