
7

目　　次

『再考　司法書士の訴訟実務』

◎目　　次◎

Ⅰ　はじめに �   1
Ⅱ　高松高裁判決まで �   2
Ⅲ　高松高裁判決 �   3
1 　高松高裁判決に対する評価 �   3

2 　高松高裁判決の解釈を実務にあてはめる試み �   4

Ⅳ　昭和53年司法書士法改正 �   5
Ⅴ　平成14年司法書士法改正と簡裁代理 �   6
Ⅵ　和歌山訴訟 �   7
1 　事案の概要 �   7

2 　裁判書類作成関係業務についての判断 �   8

⑴　裁判書類作成関係業務の定義 �   8

⑵　大阪高裁判決の事実認定 �   9

⑶　大阪高裁判決の判断 �  11

⑷　大阪高裁判決の検討 �  12

ア　裁判書類作成関係業務に含まれる義務／12

イ　裁判書類作成関係業務のあり方／12

3 　説明助言義務 �  13

⑴　信義則上の義務 �  13

ア　大阪高裁判決の判断／13

イ　望ましい執務の検討／14

⑵　委任契約から導かれる善管注意義務 �  15

第 1 章　司法書士の裁判業務 
―今こそ温故知新



8

目　　次

ア　大阪高裁判決の判断／15

イ　望ましい執務の検討／16

Ⅶ　裁判書類作成関係業務の現代的課題 �  16
1 　高松高裁判決の理解 �  16

2 　大阪高裁判決における矛盾 �  18

3 　松山地裁判決の見直し �  19

4 　目的的法的判断肯定説 �  21

5 　法的判断限定説と目的的法的判断肯定説の具体例における比較

　�  25

Ⅷ　裁判書類作成関係業務と簡裁訴訟代理等関係業務の異同 �  35

Ⅰ　業務としての相談 �  37
1 　相談業務規定の制定経緯 �  37

2 　 5 号相談の意義 �  39

3 　 7 号相談の意義 �  40

4 　相談業務の整理 �  42

5 　相談業務の切替え �  44

6 　相談における説明助言義務 �  45

Ⅱ　相談の意義 �  45
1 　日々、知識を補充する �  45

2 　相談の構造 �  47

Ⅲ　相談のあり方 �  48
1 　出口を意識した相談を �  48

2 　相談を受ける態度・心構え �  49

3 　幅広い会話を引き出すコツ �  50

第 2 章　相　談



9

目　　次

4 　信頼関係の築き方 �  53

5 　伝える技術 �  53

6 　相談技術の定量化 �  54
【書式 1】　相談チェックリスト／55

Ⅰ　事実認定の構造 �  56
〔図 1〕　事実認定の構造／57

1 　主要事実 �  58

2 　間接事実 �  59

3 　補助事実 �  60

4 　事　情 �  60

Ⅱ　証明度に関する最高裁判所の立場 �  61
Ⅲ　事実認定に役立つ五つのヒント �  61
Ⅳ　事実認定における裁判官の視点 �  62
1 　動かしがたい事実 �  62

2 　書証の位置づけ �  63

3 　人証の位置づけ �  64

4 　動かしがたい事実と合理的なストーリー �  65

5 　経験則による事実認定 �  66

Ⅴ　経験則による事実認定の実践 �  67
1 　 1 枚の写真から推認する構造 �  67

2 　経験則の分類と柔軟な活用 �  68

3 　経験則の体系 �  72

4 　経験則違反 �  75

第 3 章　事実認定の構造



10

目　　次

Ⅰ　事例設定 �  79
Ⅱ　事実を掴む �  81
1 　要件事実を中心とした聴き取りの落とし穴 �  81

⑴　数万円単位の複数回の貸付け �  81

ア　返還の合意／81

イ　金銭の交付／81

ウ　証拠と法的評価／82

⑵　30万円の貸付け �  83

ア　返還の合意／83

イ　金銭の交付／83

⑶　小　括 �  83

2 　事案のストーリーを探れ �  83

3 　評価と事実の相違 �  84

4 　動かしがたい事実は何か �  86

5 　動かしがたい事実とストーリー �  87

6 　ストーリーを聴き取る �  91

7 　ストーリーの活用 �  93

Ⅰ　事件の流れ、事件の筋 �  95
Ⅱ　事案の把握と相談者の意向 �  98
1 　事案の把握 �  98

第 4 章　事例にみる事実認定と判断 
―山本和子事件を題材に

第 5 章　手続選択



11

目　　次

2 　相談者の意向 �  98

3 　手続と実現可能性 �  99

Ⅲ　本人訴訟と訴訟遂行能力 �  99
Ⅳ　手続の提示と説明・理解・選択 �  101
1 　交　渉 �  102

2 　支払督促 �  103

3 　調　停 �  104

4 　簡易裁判所における代理訴訟 �  106

5 　少額訴訟 �  107

6 　地方裁判所における本人訴訟 �  107

7 　簡易裁判所における本人訴訟 �  108

Ⅴ　受　任 �  109
1 　委任の内容および範囲 �  109

2 　報　酬 �  109

3 　委任契約書の作成 �  109
【書式 2】　簡裁訴訟代理等関係業務委任契約書（例）／110

【書式 3】　裁判書類作成関係業務基本契約書（例）／116

Ⅵ　依頼者と司法書士の役割分担 �  120

Ⅰ　司法書士による和解 �  122
Ⅱ　相談時における和解 �  123
1 　和解の提案 �  123

2 　具体的な和解交渉方法の提示 �  124

3 　紛争当事者に対するエンパワーメント �  125

4 　和解交渉をするか否かの助言 �  125

第 6 章　和　解



12

目　　次

Ⅲ　受任後における和解 �  126
1 　内容証明郵便等の活用 �  126

⑴　内容証明郵便の活用 �  126

ア　内容証明郵便を送付する目的／126
【書式 4】　通知書――山本和子事件／127

イ　内容証明郵便等の送付にあたって／129

⑵　訴えの提起前における照会の活用 �  131

ア　提訴予告通知書／131
【書式 5】　提訴予告通知書――山本和子事件／131

イ　提訴前証拠収集の処分／134
【書式 6】　提訴前証拠収集の処分申立書――山本和子事件／134

ウ　内容証明郵便等の送付後の対応／136

2 　和解の履行の確保――訴え提起前の和解の利用 �  138
【書式 7】　訴え提起前の和解申立書――山本和子事件／139

3 　本人が直接、和解に向けた交渉をする際の留意点 �  142

Ⅳ　訴えの提起後における和解 �  143
1 　裁判所による和解勧試 �  143

⑴　訴えの提起直後の和解勧試 �  143

⑵　当事者から主張立証がなされた後の和解勧試 �  144

⑶　予想される判決内容と和解内容との比較 �  144

⑷　当事者の思いと相当な和解案 �  145

2 　和解の方法（訴訟上、訴訟外） �  146

⑴　訴訟上の和解 �  146

⑵　訴訟外の和解 �  146

⑶　和解に代わる決定 �  146

Ⅴ　判決後における和解 �  147
Ⅵ　小　括 �  148



13

目　　次

Ⅰ　訴状の作成に関する基本的なルール �  149
1 　訴状の記載方法 �  150

2 　裁判書類作成関係業務における送達場所・送達受取人 �  151

3 　附属書類および証拠方法 �  153

Ⅱ　訴状の作成 �  154
1 　訴状の作成の注意点 �  154

⑴　簡潔かつ正確な文章 �  154

⑵　欠席判決に耐えられる訴状を作成する �  155

⑶　主張と証拠 �  155

⑷　判例の引用 �  156

⑸　学説の引用 �  157

2 　訴状例 �  157

⑴　司法書士が代理人として簡易裁判所に提出する訴状例 �  157
【書式 8】　訴状――簡裁訴訟代理等関係業務／158

【書式 9】　訴訟委任状／161

⑵　裁判書類作成関係業務として地方裁判所に提出する訴状例 �  162
【書式10】　訴状――裁判書類作成関係業務／162

⑶　山本和子事件における訴状例 �  164
【書式11】　訴状――山本和子事件／165

Ⅲ　証拠説明書 �  168
1 　証拠説明書の意義と記載事項 �  168

⑴　作成者 �  169

⑵　立証趣旨 �  169

⑶　原本・写しの別 �  170

2 　山本和子事件における証拠説明書 �  171

第 7 章　訴状の作成



14

目　　次

【書式12】　証拠説明書――山本和子事件／171

Ⅳ　納品先は依頼者――説明・理解・選択 �  172

Ⅰ　答弁書・準備書面の作成 �  174
1 　訴状を受け取った依頼者（被告）への説明 �  174

2 　答弁書作成の留意点 �  174

3 　答弁書の記載方法 �  175

4 　答弁書例 �  175

⑴　司法書士が代理人として提出する答弁書例 �  175
【書式13】　答弁書――簡裁訴訟代理等関係業務／175

⑵　裁判書類作成関係業務として作成する答弁書例 �  177
【書式14】　答弁書――裁判書類作成関係業務／177

5 　山本和子事件における答弁書例 �  179

⑴　松本一郎の言い分 �  179

⑵　松本一郎の言い分に基づく答弁書例 �  179
【書式15】　答弁書――山本和子事件／180

6 　準備書面の記載方法と作成の留意点 �  181

7 　山本和子事件における準備書面例 �  181
【書式16】　第 1準備書面（原告側）――山本和子事件／182

【書式17】　第 1準備書面（被告側）――山本和子事件／182

Ⅱ　依頼者への裁判手続と法廷での振る舞いの教示 �  183
1 　裁判手続についての教示 �  183

⑴　期日当日の流れ �  183

⑵　擬制陳述 �  184

⑶　擬制自白 �  185

第 8 章　期日ごとの対応



15

目　　次

⑷　裁判長の訴訟指揮 �  185

⑸　弁論準備手続 �  185

⑹　書面による準備手続 �  186

2 　法廷での振る舞い �  186

Ⅲ　裁判書類作成関係業務における期日への同行と法廷傍聴 �  187
Ⅳ　期日間の当事者とのやりとり �  188
1 　依頼者とのやりとり �  188

⑴　代理人として出廷した場合の期日の報告 �  188
【書式18】　期日報告書／189

⑵　準備書面作成、証拠の収集のための打合せ �  189

2 　相手方とのやりとり �  190

⑴　準備書面等の直送、受取り �  190
【書式19】　直送送信書（送付書）／191

⑵　和解の打診 �  192

Ⅴ　関係者との接し方 �  192

Ⅰ　立証の目的と種類 �  194
1 　立証の目的 �  194

2 　弁論主義の採用 �  194

3 　立証の種類 �  194

Ⅱ　書証による立証活動 �  195
1 　書証の種類 �  195

⑴　処分証書 �  195

⑵　報告文書 �  195

⑶　準文書 �  195

第 9 章　立　証



16

目　　次

ア　写真の提出／195

イ　録音データの提出／196

ウ　電子情報の提出／196
〔図 2〕　電子情報のプロパティ①／197

〔図 3〕　電子情報のプロパティ②／197

⑷　準文書による立証例 �  198

ア　近隣からの音／198

イ　居住の有無／198
〔図 4〕　電気メーター／199

〔図 5〕　ガスメーター／199

〔図 6〕　ガスメーター（タグ付き）／199

【書式20】　現地調査報告書／199

ウ　関係者との会話／201

⑸　山本和子事件における書証 �  202
〔図 7〕　メール画像／204

2 　証拠力 �  204

⑴　形式的証拠力 �  204

⑵　実質的証拠力 �  204

3 　書証の提出方法 �  205

4 　立証活動 �  206

⑴　何を提出するべきか �  206

⑵　いつ提出するか �  206

⑶　間接事実の重要性 �  207

⑷　証拠の収集 �  207

5 　陳述書 �  208

⑴　陳述書の意義 �  208

⑵　陳述書の証拠評価 �  209

⑶　陳述書作成の際の注意点 �  209



17

目　　次

ア　時系列で生の事実を述べる／209

イ　直接体験した事実か、伝聞か／210

ウ　事実か、意見か／210

エ　相手方の主張に対する反論や感情的な事項は適切な範囲に

とどめる／210

オ　不利益な事実／210

カ　断定的な表現／211

キ　陳述書の内容と準備書面の内容を全く同じにしないこと／211

⑷　陳述書の提出および利用 �  211

⑸　陳述書提出の時期 �  212

⑹　陳述書と主張の関係 �  212

⑺　山本和子事件における陳述書 �  212
【書式21】　陳述書――山本和子事件／213

Ⅲ　人証による立証 �  220
1 　人証とは �  220

⑴　証拠方法が人であること �  220

⑵　適切な内容かつ必要十分な尋問を行うこと �  220

⑶　供述の構造を理解したうえで、尋問を行う必要があること �  220

ア　供述とは／220

イ　誤り・偏りの侵入／221

2 　尋問技術に関する10の原則 �  222

3 　尋問における留意点 �  222
【書式22】　用語等説明書／224

4 　主尋問 �  225

⑴　主尋問とは �  225

⑵　主尋問のテクニック（総論） �  226

ア　事前準備／226

イ　面接時の心構え／226



18

目　　次

ウ　面接以外の準備／227

エ　何を立証するのかを明確に／227

オ　推論の構造を意識する／228

カ　陳述書やその他の書証との整合性チェック／228

キ　尋問の予行演習／228

⑶　主尋問のテクニック（各論） �  229

ア　書証の成立は明らかに／229

イ　主要事実の前後の事実を具体的に／229

ウ　民事訴訟規則を意識する／230

エ　尋問メモの作成／231

⑷　山本和子事件における主尋問 �  231
【書式23】　証拠申出書――山本和子事件／231

ア　複数回の貸付け／232

イ　最後の30万円の貸付け／236

5 　反対尋問 �  240

⑴　反対尋問の目的 �  240

⑵　反対尋問の範囲 �  241

⑶　反対尋問のテクニック（総論） �  241

ア　事前準備／241

イ　反対尋問の進め方／243

ウ　反対尋問における注意事項／243

エ　注意事項を意識した尋問／244

⑷　反対尋問のテクニック（各論） �  244

ア　何から聞くか／244

イ　反論を投げかけるか、言わせるままにするか／244

ウ　証人の特性への対応／245

⑸　反対尋問を行うか否か �  245

⑹　失敗とされる反対尋問 �  246



19

目　　次

ア　主尋問をなぞるだけの反対尋問／246

イ　意見・評価を求める尋問／247

ウ　議論をする結果となる尋問／247

⑺　山本和子事件における反対尋問 �  247

ア　複数回の貸付けに対する反対尋問／247

イ　最後の30万円の貸付けに対する反対尋問／249

6 　本人訴訟における尋問 �  251

⑴　争点が多い場合 �  251

⑵　争点がさほど多くない場合 �  251

⑶　公示送達の場合 �  251

⑷　書面尋問の活用 �  251

7 　簡易裁判所における尋問での注意点 �  252

Ⅰ　判決の言渡し �  254
Ⅱ　既判力 �  254
Ⅲ　仮執行宣言 �  255
Ⅳ　控　訴 �  256
1 　控訴の手続 �  256
【書式24】�　控訴状――第 1審が簡易裁判所であり地方裁判所に対し

て控訴する場合（山本和子事件）／258

【書式25】�　控訴状――第 1審が地方裁判所であり高等裁判所に対し

て控訴する場合／259

2 　控訴の実務上の留意点 �  261

⑴　上訴についての説明 �  261

⑵　控訴審の受任の仕方 �  261

第10章　判決後の対応



20

目　　次

⑶　控訴状と控訴理由書 �  262

⑷　弁護士選任についての助言 �  262

Ⅰ　弁護士の報酬制度 �  264
Ⅱ　司法書士の報酬制度の流れ �  264
Ⅲ　日本司法書士会連合会の報酬指針 �  266
1 　債務整理事件の処理に関する指針 �  266

2 　債務整理事件における報酬に関する指針 �  270

Ⅳ　司法書士の報酬の論点 �  273
Ⅴ　裁判書類作成関係業務の成功報酬 �  274

・事項索引／277

・判例索引／279

・執筆者紹介／281

〔凡　例〕
民集　　　　最高裁判所民事判例集

集民　　　　最高裁判所裁判集民事

判時　　　　判例時報

判タ　　　　判例タイムズ

金法　　　　金融法務事情

ジュリ　　　ジュリスト

リマークス　私法判例リマークス

第11章　報　酬




