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※本Ｑ＆Ａ中，「ウェブ会議」とは，「ウェブ会議その他 Teams の各種機能

を用いた手続」全般を指すものとし，Teams の機能のうち，ファイル共有機

能のみを使用し，映像及び音声の送受信の機能を使用しない場合もこれに

含まれる。  

第１ 総論（対象となる事件等）  

Ｑ 1. 宮崎地裁では，ウェブ会議はいつから，どの部・係で実施されてい

るか。  

○  令和２年１２月１４日より，本庁民事部において民事訴訟事件を扱

う，全ての部・係で実施している。  

〇  なお，裁判所の Microsoft Office365 は，裁判所の開庁日の午前８

時３０分から午後８時３０分まで利用可能である。利用可能時間外は

Office365 にアクセスできなくなるので，利用可能時間内に必要な作
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業を行っていただきたい。  

 

Ｑ 2. ウェブ会議が利用されるのは，どのような事件か。  

○  Teams の主要な機能は，(1)映像・音声の送受信によるウェブ会議と

(2)電子データの共有であり，審理上，これらの機能を活用することに

必要性・有用性がある事件において，原則として，双方当事者に訴訟

代理人が就いている場合に（Ｑ 6 参照），双方当事者の訴訟代理人の同

意を得た上（Ｑ 16 参照）で，利用すべきものと考えられる。  

○  典型的な利用方法として，次の場合が考えられる。  

①  従来，口頭弁論又は書面による準備手続等で進行されていた事件  

訴訟の初期段階等においては，現実に裁判所に出頭して一定の時

間を費やして口頭協議等を行う必要性が低く，専ら準備状況の確認

を行うことで足りるような場合もあるところ，このような場合に，

ウェブ会議を利用して進行し，裁判所への出頭の負担を軽減するこ

とが考えられる（一方が出頭すれば弁論準備手続，双方不出頭であ

れば書面による準備手続を行うことが考えられる。）。従前，宮崎市

内等に事務所のある代理人は，必ずしも電話会議の方法による弁論

準備手続の対象とされていなかったが，映像と音声を同時に送受信

するウェブ会議は，宮崎市内等に事務所のある代理人も，広く運用

の対象となると考えられる（Ｑ８）。  

  ②  裁判所や当事者の間で電子データの共有を行う事件  

ウェブ会議に用いる Teams は，裁判所と双方当事者との間の電子

データの共有を行うことが可能であり，医事関係訴訟における診療

経過一覧表，建築関係訴訟における瑕疵一覧表のように，ＵＳＢメ

モリその他の記録媒体の授受によって，裁判所及び当事者間で電子

データを共有している事件について，Teams を利用して，簡易に共有
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することが考えられる（Ｑ 39 参照）。  

③  従来，電話会議の方法によって期日が行われていた事件  

代理人が遠隔地に所在する場合において，従来利用している電話

会議システムに代えてウェブ会議を利用し，音声だけでなく映像の

送受信も行って期日を行うことが考えられる。  

 

Ｑ 3. 実施開始時点よりも前に訴えの提起があった事件もウェブ会議の利

用の対象となるのか。  

○  実施開始時点で係属中の民事訴訟事件は全て対象となる。  

 

Ｑ 4. 従来，電話会議システムを利用して弁論準備手続等が行われていた

事件は，全てウェブ会議の利用に切り替わるのか。  

○  そのような切替えを全ての事件で行うことは予定していない。  

○  映像も送受信できるというウェブ会議の利点を踏まえ，機会を捉え

てウェブ会議の利用を呼びかけることはあり得るが，最終的には，個

別の事件の進行状態等を踏まえ，原則として各事件の双方当事者の訴

訟代理人の同意があることを前提として，個々の裁判体がウェブ会議

の利用につき判断することとなる。  

○  なお，ウェブ会議を利用する場合に，主張書面や書証の電子データ

の共有まで行うか否かについても，個別の事件の内容等を踏まえ，原

則として各事件の双方当事者の訴訟代理人の同意があることを前提と

して，個々の裁判体が判断することとなる。（Ｑ 5 参照）  

 

Ｑ 5. ウェブ会議を利用する事件では，必ず主張書面や書証の電子データ

の共有を行うのか。  
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○  全ての事件でウェブ会議による映像の送受信と電子データの共有の

双方を実施することは想定しておらず，主張書面や書証の電子データ

の共有については，事案の内容等により，必要性・有用性があると考

えられる事件に限って，原則として各事件の双方当事者の訴訟代理人

の同意を得た上で実施することとなる。  

 

Ｑ 6. 当事者双方又は一方に訴訟代理人が就いていない事件もウェブ会議

の利用の対象となるのか。  

○  最終的には個々の裁判体の判断によるが，裁判所に出頭しない当事

者本人との関係でウェブ会議を利用する場合，本人確認，参加する場

所の適切さの確保，録音・録画の防止，弁護士ではない者の関与の防

止といった問題があり，慎重に対応すべきと考えられる。  

 

Ｑ 7. 訴訟代理人が宮崎県弁護士会以外の単位会に所属する弁護士の場合

もウェブ会議の利用の対象となるのか。  

○  国内に所在する全ての弁護士が対象となる。  

 

Ｑ 8. 訴訟代理人が，裁判所近隣に事務所が所在する宮崎県弁護士会宮崎

部会所属の弁護士の場合であっても，この訴訟代理人についてもウェブ

会議の利用の対象となるのか。  

○  裁判所近隣に事務所が所在する弁護士であっても対象となる。この

場合，主張書面や書証の電子データの共有にとどまらず，裁判所に出

頭せずにウェブ会議で手続に参加することについても，対象となり得

ると考えられる（※）。  

（※）いわゆる遠隔地要件と「その他相当と認めるとき」の要件は並列の関係
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にあると考えられている。最終的には個々の裁判体の判断によるが，ウェブ

会議には，相当程度の臨場性と，データを共有したり，チャット機能を併用

したりすることなどによる利便性もあり，電話会議の場合とは「その他相当

と認めるとき」（民訴法１７０条３項及び１７５条）に該当するか否かの判断

も異なり得るので，訴訟代理人の事務所が裁判所の近隣に所在する場合であ

っても「その他相当と認めるとき」に該当すると判断する場面があり得ると

思われる。  

 

Ｑ 9. 合議事件及び単独事件のいずれもウェブ会議の利用の対象となるの

か。  

○  いずれも対象となる。  

 

Ｑ 10. 原告側若しくは被告側又はその双方が複数当事者であり，別個の訴

訟代理人が就いている事件や，参加人のいる事件もウェブ会議の利用の

対象となるのか。  

○  いずれも対象となる。  

○  通信条件によるが，従来の電話会議システム（裁判所を含めて最大

３者間）では不可能な，４者以上の者の間での通信も可能である。  

 

Ｑ 11. 現在，審理している，行政事件，医事関係訴訟事件，労働関係事件，

建築関係訴訟事件もウェブ会議の利用の対象となるのか。  

○  いずれも対象となる。  

 

Ｑ 12. 民事保全事件はウェブ会議の利用の対象となるのか。  

○  ウェブ会議は，民事訴訟法に基づいて裁判所が争点及び証拠の整理
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を行うためにする手続（弁論準備手続等）での利用が想定されており，

民事保全事件は対象とならない。  

ただし，ウェブ会議を行う上記手続の期日（弁論準備手続期日等）

と同一の日時に同一の当事者により並行して進められる手続について

は，ウェブ会議の利用の対象となり得る。  

 

Ｑ 13. 労働審判事件はウェブ会議の利用の対象となるのか。  

○  対象となる。  

  ただし，労働審判員は，裁判所に登庁し，労働審判官と共に手続に

関与する。  

 

Ｑ 14. 建築関係訴訟事件が調停に付された場合もウェブ会議の利用の対象

となるのか。  

○  本案の事件を弁論準備手続等に付し，これと同時並行で調停を行う

場合には，ウェブ会議の利用の対象となる。  

○  また，民事調停法第２０条第１項の規定に基づいて調停に付された

場合にも，ウェブ会議の利用の対象となる。  

第２ ウェブ会議を利用した映像・音声の送受信  

Ｑ 15. 裁判所がウェブ会議の利用を当事者双方に打診する時期はいつか。  

○  特に決まった時期があるわけではなく，一方代理人の意向，事件の

内容や代理人の所在地を踏まえ，個々の裁判体において，ウェブ会議

を利用する利点があると考えた際に，随時打診することになると考え

られる。  

○  また，従来，電話会議による弁論準備手続に付された時期（例えば，
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第１回口頭弁論期日の終了後等）に，裁判所から，双方にウェブ会議

を打診することが考えられる。  

 

Ｑ 16. ウェブ会議の利用に反対する当事者がいる場合でもウェブ会議を利

用することがあるのか。ウェブ会議の利用に反対する当事者が遠隔地に

所在する当事者である場合と，裁判所に現実に出頭する当事者である場

合とで異なるか。  

○  ウェブ会議の利用に際しては，原則として双方当事者の訴訟代理人

の同意を得ることが前提となると考えられる。  

○  遠隔地に所在する代理人が，ウェブ会議の利用には反対し，電話会

議システムの利用を希望している場合，事件の内容等も踏まえて特に

ウェブ会議を利用することの利点が高いときは，その旨を説明してご

協力をお願いすることが考えられるが（例えば，準備書面や書証を見

ながら口頭協議を行う事件については，ウェブ会議の有効性が高まる

と考えられる。），ウェブ会議を利用しないのであれば現実の出頭を求

める（音声の送受信の方法による弁論準備手続等を行わない）といっ

た運用を行うことは一般に想定していない。  

○  もっとも，遠隔地に所在する代理人にとっては，現実に出頭せずに

ウェブ会議で参加することの利点は大きいと考えられることから，仮

に，遠隔地に所在する代理人がウェブ会議の利用を希望しているにも

かかわらず，裁判所に現実に出頭する代理人から反対意思が表明され

た場合には，反対意思の趣旨を伺うとともに，事件の内容等も踏まえ

てウェブ会議を利用することの利点を丁寧に説明した上で，遠隔地に

所在する代理人がウェブ会議を利用して手続に参加することに対する

ご了解をお願いすることになると考えられる。  

○  いずれの場合についても，遠隔地に所在する代理人が，自らの映像
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を送信したくないという希望がある場合には，その趣旨を伺った上で，

それに応じて対応することになる（Ｑ 17 参照）。  

 

Ｑ 17. ウェブ会議の利用には同意するが自らの映像は送信しないという希

望をすることは許されるか。  

○  ウェブ会議を利用する利点の１つは，会話をする者が相互に相手の

表情等を視認することにより意思伝達を円滑に行うことにあり，音声

のみの送受信を行うことは基本的に想定していない。また，事務所の

背景の映り込み等の問題については， Teams の背景ぼかし機能を活用

することも考えられる。  

○  したがって，例えば，一方当事者が裁判所に現実に出頭している場

合において，遠隔地の代理人にそのような希望がある場合には，事件

の内容等も踏まえたウェブ会議を利用することの利点を丁寧に説明し

た上で，映像も送信する形でのウェブ会議利用のご協力をお願いする

ことになると考えられる。  

もっとも，当該事件における映像の送受信の必要性の程度を考慮し，

ご希望の趣旨に沿った対応をすることが，事情の如何を問わず否定さ

れるわけではないと考える。  

○  双方が現実に出頭しないまま手続を行う場合の双方当事者の訴訟代

理人や，裁判所に出頭する代理人から，ウェブ会議の利用には同意す

るが，当事者間の感情的な対立が激しい事案であることなどから秘密

録音・録画が行われるおそれがあること等を理由として，音声のみの

送受信（又は裁判所のカメラが映像に映らない旨）の希望があった場

合は，たとえ双方代理人がウェブ会議に同意しているとしても，ウェ

ブ会議で当該手続を行うことの相当性を慎重に吟味する必要があると

考えられる。  
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Ｑ 18. 毎回の期日の前に接続テストを行うのか。  

○  これまで実施した模擬裁判や接続テストの感想を踏まえ，フェーズ

１の施行後当面の間においては，初回の期日が予定されている週の前

の週等に，本番で使用する機器を用いて，短時間の接続テストを行う

ことが望ましいと考えている。  

○  ただし，既にウェブ会議を経験したことがあり，接続テストを希望

しない訴訟代理人について，全件接続テストを行う必要まではないも

のと考えられる。  

○  接続テストを実施するかや，実施する場合の日程調整については，

ウェブ会議を利用することが決まった後，裁判所から連絡をするので，

その際，接続テストの希望の有無を伝えていただきたい。  

○  なお，同一当事者につき複数の弁護士の電子メールアドレスをゲス

トユーザーとしてチームに登録する場合（Ｑ 23 参照）であっても，接

続テストは，登録したゲストユーザーの全てについて一律に行う必要

はなく，実際にウェブ会議の参加に用いるアカウントのみについて行

えば足りると考えられる（Ｑ 24 参照）。したがって，登録するゲストユ

ーザーの連絡をする際には，いずれのゲストユーザーを主に利用して

ウェブ会議に参加するか知らせていただき，そのゲストユーザーにつ

いて接続テストの希望を伝えていただきたい。  

 

Ｑ 19. 裁判所からは，ウェブ会議の開始前に，電話で呼出しを受けるのか，

それとも，  Teams 上で直接会議参加の呼出しがあるのか。  

○  Teams 上で直接会議参加の呼出しをする予定であるので，予定の時

刻までに Teams のアプリを起動しておいていただきたい。  
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Ｑ 20. インターネットに接続できない事態が期日の直前に生じた場合に

は，どのように対応すればよいか。  

○  そのような場合には，電話会議に切り替えることを想定している。

携帯電話で構わないので，即時に連絡が取れる電話番号をお伝え願い

たい。  

 

Ｑ 21. インターネットに接続できたものの，会議に参加できない場合や，

参加はできたものの映像や音声の送受信ができない場合には，どのよう

に対応すればよいか。  

○  そのような場合には，電話会議に切り替えることを想定している。

ただし，映像の送受信はできないが音声は送受信できるという場合に

は，そのままウェブ会議で音声のみのやり取りを行うことも考えられ

る。また，映像の送受信はできるが音声の送受信ができない場合には，

映像はウェブ会議でやり取りし，音声は電話会議でやり取りすること

も考えられる。  

 

Ｑ 22. パソコンではなくスマートフォンからウェブ会議に参加することは

許されるか。  

○  Teams が利用可能であれば，特に使用機器の制約はない。  

○  もっとも，スマートフォンではウェブ会議に参加しながら共有ファ

イルを閲覧することが困難であり，使用目的によっては（例えば，共

有された電子データの内容を確認しながら和解条項案の文言を調整す

る場合等），パソコンでの参加をお願いすることも考えられる。  
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Ｑ 23. 同一当事者につき複数の弁護士が受任している場合，それぞれの弁

護士が個別にゲストユーザーとして電子メールアドレスをチームに登

録することができるのか。弁護士が同一の事務所に所属している場合

と，相互に遠方の地に所在する事務所に所属している場合とで異なる

か。  

○  原則として１当事者がチームに登録することのできる電子メールア

ドレスは１つである。ただし，同一当事者につき複数の訴訟代理人が

受任しているなど特に必要があるときは，１当事者当たり３つまでの

電子メールアドレスを登録することが認められることもある。この点

は，弁護士が相互に遠方の地に所在する事務所に所属している場合に

限らず，同一の事務所に所属している場合であっても同様である。  

 

Ｑ 24. 同一当事者につき複数の弁護士がゲストユーザーとして電子メール

アドレスをチームに登録している場合は，各弁護士がそれぞれウェブ会

議に参加することができるのか。  

○  同一当事者につき複数の弁護士が電子メールアドレスをチームに登

録している場合は，各弁護士がそれぞれウェブ会議に参加することが

可能にはなるが，ウェブ会議の画面上，参加者を任意に配列すること

はできないため，参加する人数が多くなると，原告側の参加者と被告

側の参加者が入り混じって表示され，それぞれを裁判所が一見して識

別できず，また，誰が発言しているかも判別しにくい等の不都合もあ

る。  

○  したがって，複数の弁護士が場所を異にする事務所に所属している

場合には，各弁護士がそれぞれウェブ会議に参加することになるとし

ても，同一場所の事務所に所属している場合には，例えば，そのうち
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の一人が出張や在宅勤務等により遠方におり（Ｑ 30，31 参照），同一場

所の事務所に集合することが困難な場合など，特に必要性がある場合

を除き，１当事者につき１つの画面からウェブ会議に参加する（１つ

のカメラの前に複数の代理人が集合する形態で参加する）ようにお願

いする場合がある。  

 

Ｑ 25. チームに登録する電子メールアドレスについて，何か制限や注意す

べき点があるか。  

○  複数人に一斉に送信する目的で使用される電子メールアドレス（い

わゆるメーリングリスト）やメールの送受信を一括管理している電子

メールアドレス（いわゆるグループメール）は，チームに登録するこ

とができない。  

○  また，裁判所が作成するチームへの登録のために使用できる電子メ

ールアドレスは，全事件を通じて１代理人弁護士につき１つであり，

事件ごとに異なる電子メールアドレスを登録することはできない。  

 

Ｑ 26. １当事者の代理人が１つの電子メールアドレスを登録した上，複数

の端末から同一のアカウントでログインし，映像の送受信用の端末と，

ファイル共有用の端末とを使い分けるといった利用は許されるか。  

○  Teams の具体的な利用方法は，Teams の利用条件（ライセンス）によ

って定まるため，裁判所がお答えする立場にない。  

 

Ｑ 27. １当事者の代理人が１つの電子メールアドレスを登録した後，別個

の弁護士が同一の電子メールアドレスを使用してログインし，ウェブ会

議に参加するといった利用は許されるか。  
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○  Teams の具体的な利用方法は Teams の利用条件（ライセンス）によ

って定まるため，裁判所がお答えする立場にないが，個人で登録した

１つの電子メールアドレスについては，たとえ同一事務所で共同受任

している代理人であっても，複数人で共用して使用することは許され

ていないものと承知している。  

 

Ｑ 28. 裁判所以外の場所からウェブ会議で手続に参加する場合，どのよう

な点に注意すべきか。  

○  弁論準備手続は非公開の手続であり，裁判所が相当と認める者の傍

聴が許されているに過ぎない。また，音声の送受信による通話の方法

による進行協議期日に関する規定や，書面による準備手続を開始した

場合における音声の送受信による通話の方法による協議に関する規定

は，そもそも傍聴人の存在を前提としていない。  

○  したがって，ウェブ会議を実施する手続は，いずれも第三者の自由

な傍聴を前提としておらず，秘密性の高い環境で行うように注意すべ

きである。  

 

Ｑ 29. 裁判所に電子メールアドレスを登録した訴訟代理人の事務所以外の

場所からウェブ会議に参加することは許されるか。また，このように特

別な場所からウェブ会議に参加する場合，事前に裁判所に申し出る必要

があるか（この場合，裁判所に伝達すべき情報は何か。）。  

○  この点については，当事者がウェブ会議に参加しようとしている場

所を踏まえ，民訴法１７０条３項及び１７５条の「その他相当と認め

るとき」に当たるといえるか否かという見地から判断することとなる。

例えば，複数の事務所に所属する複数の代理人（ＡとＢ）が存在する
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場合において，電子メールアドレスをゲストユーザーとしてチームに

登録していない訴訟代理人Ｂの事務所からＡの電子メールアドレスを

利用してＡ（及びＢ）が参加するような場合には当然に許され，事前

の申出は必要ないこととなろう（ただし，期日における裁判所からの

所在場所の確認の際に，Ａの事務所以外の事務所から参加している旨

を申し出る必要がある。）。これに対し，弁護士事務所以外の場所から

参加する場合については，事前にその旨を申し出て頂き，秘密性の高

い環境からの参加であると判断することができれば，許容していくこ

ととなろう。なお，国外からの参加は，我が国の主権が及ばないこと

から，許されないと考えられる。  

 

Ｑ 30. ウェブ会議による弁論準備手続を実施する場合，ラウンドテーブル

法廷等において映像及び音声の送受信装置はどのように設置されるの

か。また，当事者等の着席位置はどのようになるか。  

○  ディスプレイを，裁判官，書記官及び出頭当事者から視認可能な位

置に配置し，このディスプレイにウェブカメラを取り付けて，室内の

人間全員を撮影し，マイクを兼ねたスピーカーフォンをテーブルの中

央に配置する。出頭当事者は，遠隔地の当事者から見て，裁判官と隣

り合って座っているように見えないように，裁判官から間を空けた座

席に座ることになる。  

○  ディスプレイは大型のものを使用するため，出頭当事者が自らのパ

ソコン等を持参しなくとも，裁判所が見ている Teams の画面を見なが

ら期日に参加することができる。  

 

Ｑ 31. ウェブ会議による弁論準備手続を実施する場合，出頭当事者が，準
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備手続室において，持参したパソコンを使用して手続に参加することは

可能か。  

○  そのような方法による参加も可能である。  

 

Ｑ 32. 出頭当事者が裁判所の通信環境を利用することは可能か。  

○  裁判所の通信環境は利用できないので，ご自身で無線ルーター等を

用意して頂く必要がある。  

 

Ｑ 33. 出頭当事者が持参したパソコンを使用する場合，ハウリングが生じ

ることにはならないか。  

○  そのような事態を防ぐため，出頭当事者は持参したパソコンのマイ

クを切った上で，裁判所のマイクを兼ねたスピーカーフォンを使用す

ることが考えられる。  

 

Ｑ 34. ウェブ会議に訴訟代理人及び当事者本人以外の者を同席させること

は許されるか。また，このような者を同席させる場合，事前に申し出る

必要があるか。  

○  一方が出頭する弁論準備手続として行う場合は，従来の取扱いと同

様に，期日開始前に申し出てもらい，相手方の意見を聴いて，手続を

行うのに支障を生じるおそれがないと判断すれば（民訴法１６９条２

項ただし書）傍聴を許すことになろう。その際，録音・録画のおそれ

がある場合には，手続を行うのに支障を生じるおそれがあると判断さ

れることになると思われる。  

○  なお，書面による準備手続や進行協議期日として行う場合には，傍

聴人の存在を前提とした規定はないが，当事者が同席を申し出た者の
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同席の可否については，上記の弁論準備手続の場合と同様の枠組みに

沿って判断されることが多いと思われる。  

 

Ｑ 35. 訴訟代理人は裁判所に出頭するが当事者本人や会社関係者等をウェ

ブ会議から手続に参加させるという方法をとることは可能か。  

○  Ｑ６と同様の問題があり，慎重に対応すべきと考えられる。  

 

Ｑ 36. ウェブ会議を利用した手続の内容を録音し又は録画することは許さ

れるか。仮に許されないとした場合，録音又は録画の事実が発覚した際

（録音又は録画の内容が証拠として提出された場合や外部のウェブサ

イトにアップロードされた場合等）にはどのような対応がとられるか。 

○  ウェブ会議を利用した手続の内容を録音・録画することは許されず，

そのような事態が発覚した場合には，ウェブ会議を利用した映像の送

受信は取り止めることとなると考えられる。  

 

Ｑ 37. 当該事件の相手方との間で裁判所を介さずに直接やり取りをしたい

と考えた場合に，Teams のビデオ通話を利用して協議を行ってもよいか。 

○  ゲストユーザー間のみでビデオ通話を行うことは許されていないた

め，そのような場合には電話等を使用して頂きたい。  

 

Ｑ 38. ウェブ会議において実施された期日等において，調書は作成される

のか。  

○  弁論準備手続期日が行われた場合には，期日調書が作成される。  

○  書面による準備手続に付され，協議が行われた場合，書記官が調書

を作成し（民訴規則９１条２項）又は経過表を作成する。調書を作成
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するかは，個々の事案における裁判官の判断となるが，ウェブ会議の

方法によって実質的な協議が行われたときは，調書を作成すべき場合

が多いと考えられる。  

第３ 主張書面等の電子データの共有  

Ｑ 39. 主張書面や書証の電子データの共有を行う場合，全ての主張書面や

書証を電子データ化する必要があるのか。  

○  裁判体が個別事件の審理において判断すべき事項であるが，事件の

審理に必要な範囲内で，電子データのアップロードを求めることにな

ると思われる。一律にすべての書面や書証のアップロードを求めるこ

とは予定していないが，必要に応じて，裁判所から電子データの提供

を求めることがある場合もあるので，その場合は，御協力をお願いし

たい。  

○  電子データの提出を依頼する場合も，データで作成済みの主張書面

のみ共有をお願いし，証拠を電子データ化してアップロードすること

までは求めないことも多いと考えられる。  

 

Ｑ 40. 主張書面や書証の電子データの共有を行う場合，ファイル形式とし

て何が許容されるのか。  

○  例えば，Microsoft Office ファイルの「 .doc」，「 .docx」，「 .docm」，

「 .xls」，「 .xlsx」，「 .ppt」，「 .pptm」，「 .pptx」の各形式，ＰＤＦファ

イルの「 .pdf」形式，音声・画像・動画ファイルの「 .mp3」，「 .bmp」，

「 .gif」，「 .jpeg」，「 .tif」，「 .png」，「 .wmv」，「 .mp4」の各形式，その

他ファイルの「 .txt」，「 .csv」の各形式が許容される。  

○  一太郎ファイルについては， Teams アプリ上での閲覧はできないた
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め，主張書面を「一太郎」で作成している場合には，これを「 .docx」

等に変換したり，「 .txt」形式で保存したりした上でアップロードして

頂くことになると思われる。  

○  なお，ファイル形式を問わず，容量の大きいデータについては，ア

ップロード等に時間を要する可能性があるため，アップロードの際に

はこの点に御留意頂きたい。  

 

Ｑ 41. アップロードする電子データのファイルにはパスワードを設定する

のか。  

○  パスワードを設定しないでアップロードして頂きたい。これは，パ

スワードを設定したファイルに対しては，クラウド上で働くセキュリ

ティ対策が十分機能しなくなってしまうためである。  

 

Ｑ 42. 提出書面のファイル共有を行う場合であっても，これらを裁判所や

相手方に対して紙媒体又はファクシミリにより送付する必要があるか。 

○  フェーズ１においては，御指摘の作業が必要となる。ただし，争点

整理案，時系列表，診療経過一覧表などについては，個々の裁判体の

判断により，作成途中のものを陳述の対象としない取扱いをすること

が考えられ，この場合は，必ずしも紙媒体やファクシミリによる送付

を求めないことが考えられる。  

 

Ｑ 43. 主張書面の電子データの共有を行う場合，相手方の主張書面の電子

データに，色分けや下線を追加したり，コメントを追記したりするなど

の方法で認否を行うことが求められるのか。  

○  個々の裁判体及び各当事者が個別事件の審理において判断すべき事
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項であるが，裁判所として，電子データの共有を行う事件において，

常にこのような方法で認否・反論することを行うことを求める予定は

ない。したがって，基本的には，これまでと同様，認否・反論を内容と

する別個の主張書面を作成して頂くことになると考える。  

○  一般に，相手方当事者の書面の電子データを直接編集して認否や主

張を行う場合には，各当事者の主張の骨子が分かりにくくなったり，

当事者間の対立が深まったりする等の問題があることは否定できない。

もっとも，事案によっては，このような方法を活用することにより，

主張の対比が一覧できる文書を簡易に作成できることもあると考えら

れ，そのような事案については，裁判所から，上記の方法で認否を行

うことを提案することも考えられる。  

 

Ｑ 44. 主張書面の電子データの共有を行う場合，常に裁判所はこの電子デ

ータを活用して争点整理案を作成するのか。  

○  必ずしもそうではなく，従前と同様，個々の裁判体において争点整

理案の作成が効果的であると考えた事案について作成することになる。 

 

Ｑ 45. 裁判所から次回期日までの準備事項について電子データで提供を受

けることは可能か。  

○  準備事項が多岐にわたる場合や複雑な場合などには，裁判所が準備

事項等を記載した文書を作成し，電子データにより提供することも考

えられる。  

 

Ｑ 46. 裁判所から期日調書や尋問調書の電子データの提供を受けることは

可能か。  
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○  期日調書等のように閲覧謄写の対象となるものを電子データとして

提供することは予定していない。  

 

Ｑ 47. 裁判所からの事務連絡はチャットや電子メールで行われるのか。  

○  現段階においては，チャットや電子メールによって，電話やファク

シミリを全面的に代替することは予定していない。したがって，個別

に連絡がない限り，チームのチャット等を，常時，確認していただく

必要はない。  

 

Ｑ 48. 相手方や裁判所から共有された主張書面や書証や争点整理案等の電

子データを，裁判所にメールアドレスを登録した代理人以外の者に対し

て送信する際には，どのような点に注意すべきか。  

○  Teams で共有した訴訟に関する電子データは，紙媒体に比して流通

しやすいという点も踏まえ，適切に管理されるべきものと考えられる。 

 

Ｑ 49.  次の場合，どのように対応すべきか。  

(1) 作成した文書を間違ったチームやフォルダにアップロードしてしまっ

た場合  

(2) 相手方や裁判所が作成した文書のデータを改変してしまった場合  

○  いずれの場合も，裁判所と相手方代理人に対し，その旨を適宜の方

法（チャットは不可）で連絡していただきたい。  

〇  (1)の場合，上記連絡とともに，ご自身でアップロードした文書を削

除していただき，必要に応じて正しいチームやフォルダにアップロー

ドする等していただきたい。  

〇  (2)の場合，上記連絡後，裁判所が従前のデータを復元することがで



 

21 

 

きるか等を確かめ，場合によっては，裁判所から，アップロードした

当事者に対し，従前のデータを再度アップロードすることをお願いす

ることとなると考えられる。  

 

Ｑ 50. 電子データの作成名義人を偽る行為や相手方がアップロードした電

子データの内容を故意に改変する行為が発覚した場合にはどのような

対応がとられるか。  

○  フェーズ１においては，電子データそれ自体は記録を構成せず，こ

のような行為は訴訟記録の改ざんそれ自体には該当しない。しかしな

がら，裁判所の判断を誤らせることなどを目的として故意にこのよう

な行為を行ったと判断された場合には，各裁判体の判断によるが，当

該事件について電子データの共有を取り止めることはもとより，その

ような行為が発覚したことを手続調書上に残すことも考えられる。  

第４ ウェブ会議を利用する事件での和解  

Ｑ 51. ウェブ会議を利用して和解協議を行う際に，相手方当事者の同席し

ない状態で裁判所と協議を行いたい場合には，どのような方法で行うこ

とになるのか。  

○  いったん会議を終了し，個別の当事者との間で直接ビデオ通話を行

うことになる（最高裁・日弁連作成 Microsoft Teams 利用マニュアル

参照）。  

 

Ｑ 52. 和解についての意向を裁判所に対して個別に伝えたい場合にチャッ

トや電子メールを使用することは可能か。  

○  少なくとも，フェーズ１においては，チャットや電子メールにより
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電話やファクシミリを全面的に代替することは予定しておらず，この

ような連絡を行う場合，少なくとも第一報については従前と同様に電

話やファクシミリにより行っていただきたい。  

第５ 事件の終局等・代理人の辞任等の場合の対応  

Ｑ 53. 口頭弁論が分離や併合された場合，チームはどうなるのか。  

○  口頭弁論が分離された場合，必要に応じて別のチームを作成する。   

○  口頭弁論が併合された場合，複数のチームを一つに統合し，不要と

なったチームは速やかに削除する。この場合，削除するチームのクラ

ウド上にアップロードされた電子データは，存続するチームに移転さ

れることになると思われる。  

 

Ｑ 54. アップロードした電子データはどの時点で消去されるのか。  

○  裁判所は，ウェブ会議を利用する事件が終局した際に，当該事件の

当事者に適宜の方法によりチームを削除することを通知した上で，当

該事件のチームを削除することを予定しており，これに伴って，アッ

プロードした電子データも消去される。  

 

Ｑ 55. 控訴が提起された場合，アップロードした電子データも控訴審に引

き継がれるのか。  

○  現段階では，知的財産高等裁判所以外の高等裁判所においてウェブ

会議は実施されていないため，宮崎地裁で第一審のあった事件の電子

データを控訴審に引き継ぐことは予定していない。  

 

Ｑ 56. 事件がウェブ会議を実施している他の地方裁判所に移送された場
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合，アップロードした電子データも移送先に引き継がれるのか。  

○  各チームは各裁判所の各事件に応じて作成されることが予定されて

おり，裁判所間のファイルの授受は予定されていない。  

 

Ｑ 57. 代理人が辞任した場合には，どのような対応がとられるか。  

○  辞任の事実が確認できた段階で，速やかに，当該事件のチームに登

録されている辞任した代理人（以下「旧代理人」という。）の電子メー

ルアドレスを削除することとなる。当該事件に関して共有されている

電子データを旧代理人から当事者本人にどのように引き継ぐかは個々

の代理人の判断に委ねられるべき事項であると考えるが，上記のとお

り，辞任届の提出後は旧代理人が電子データの閲覧等を行うことがで

きなくなることに留意すべきである。新たな代理人（以下「新代理人」

という。）が選任された場合には，新代理人と裁判所が連絡を取り合っ

た上で，引き続きウェブ会議を利用することにつき同意が得られれば，

新代理人の電子メールアドレスを新たにメンバーとして登録すること

となる。新代理人の電子メールアドレスが登録されれば，旧代理人の

当時にチーム上に共有されていた電子データを閲覧することが可能に

なる。  

○  新代理人が選任されず，当事者本人により訴訟が追行される場合に

は，様々な問題の存在を踏まえ，引き続きウェブ会議を利用すること

については慎重となることが多いと考えられる（Ｑ 6 参照）。  

以  上  


