
第２版はしがき

本書は、平成22年８月の刊行以来、幸いにも多くの読者に恵まれてきた。

ただ、本書刊行後５年余を経て、文書提出命令をめぐる判例実務の動きには

大きなものがある。最高裁判所の判例だけでも、日本弁護士連合会の綱紀委

員会議事録に関する最決平成23・10・11、全国消費実態調査の調査票に関す

る最決平成25・４・19、国立大学法人の所持する文書に関する最決平成25・

12・19、県議会議員の政務調査費の支出に係る証拠書類等に関する最決平成

26・10・29など重要なものがあるし、下級審の裁判例にも、医療事故調査報

告書の提出義務に関する東京高決平成23・５・17など多くの注目を集めた裁

判例が出来している。これらの裁判例により、新たな判例準則が日夜更新さ

れているといって過言ではない。また、立法との関係でも、日本弁護士連合

会や研究者グループなどから文書提出命令制度の改革が提言されている（後

者については、三木浩一＝山本和彦編『民事訴訟法の改正課題』（ジュリスト増

刊、2012年）参照）。そのような提案が直ちに実現する状況にはないものの、

この制度に対する大きな関心を示すものであろう。

そこで、以上のような新たな判例実務や学界の動向を取り入れるため、本

書の版を改め、新たな形で世に送り出すことにしたものである。これによ

り、本書が目的としている、文書提出命令制度の正確かつ網羅的な理解に資

するという点がよりよく達成でき、研究者、法曹実務家、企業実務家等すべ

ての方々にとって、本書が有用な書籍であり続けることができることを期待

したい。

改訂にあたっても、旧版同様、それぞれの分野に最も精通した執筆者に、

引き続き充実した論稿をお寄せいただくことができた。お忙しい本務の中

で、労多い改訂作業をお引き受けいただき、心より感謝を申し上げたい。ま

た、第２版の刊行にあたっても、民事法研究会の安倍雄一氏に引き続きお世

話になった。心より御礼を申し上げたい。

平成28年４月
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は し が き

1995年（平成８年）の民事訴訟法改正に基づく現行民事訴訟法の中で、最

も議論が多い分野の１つが文書提出命令である。旧法下では、文書提出義務

は一定の事情が存する場合に限って認められる限定義務であったが（旧民訴

312条）、現行法は、一定の事情がない限り、提出義務を認める一般義務の構

成とされた（民訴220条４号）。そこで、一般義務が除外される除外事由の存

否をめぐって多くの争いが生じ、多数の最高裁判所の決定を含む判例が出さ

れるに至った。現在の文書提出命令制度は相当程度判例主導となっており、

その状況を把握するには、判例法理を含む実務運用を理解することが必須で

あるが、その全体像を正確に理解することは極めて困難な状況にある。

他方で、文書提出命令制度の状況を正確に理解することは、当然のことな

がら、裁判実務において必要不可欠である。証拠の偏在が生じやすい現代社

会における民事訴訟では、文書提出命令の成否が訴訟の帰趨を決することも

決して稀ではない。裁判官にとっても弁護士にとっても、文書提出命令の可

否を正確に理解しておくことは、具体的な事件の処理において重要な意義を

もつ。また、問題は裁判実務に限られない。企業や官庁が文書を所持し、訴

訟手続の中でその文書の提出が求められることが増加していくとすれば、企

業等の日常的な業務の中で、裁判となった場合にその文書の提出が認められ

るかどうかを常に念頭において文書管理等にあたる必要があることになる。

そのような意味で、文書提出命令制度の正確な理解は、法曹界にとどまら

ず、企業や官庁の世界においても必須の知見になりつつある。

以上のような文書提出命令制度の理解の困難性と重要性に鑑み、その全体

像を正確に、かつ網羅的に理解できるような書籍が今望まれているが、本書

はまさにそのような内容をめざして企画されたものである。すなわち、本書

は、第１編において、総論として、文書提出命令の判例準則、理論的意義、

審理における意義およびその実務を概観する。これによって、判例・学説・

実務の多角的な側面から、文書提出命令の全体像を浮き彫りにしたものであ
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る。続いて、第２編においては、文書の所持者からみた文書提出命令という

切り口で、金融機関の文書、一般企業の文書および公的機関の文書を取り上

げている。所持者サイドとして、どのような点に配慮して、文書管理等を行

い、文書提出命令に対応すればよいかを示したものである。さらに、第３編

においては、訴訟類型からみた文書提出命令という切り口で、知的財産訴

訟、医療訴訟、労働訴訟、交通事故訴訟および租税訴訟を取り上げている。

文書提出命令が問題となりやすい典型的な訴訟類型における文書提出命令の

運用等の状況が容易に把握できるようにしたものである。最後に、資料編と

して、関連判例の一覧を掲げて便宜に供している。以上のように、さまざま

な観点から文書提出命令制度の現状の全体像を示そうとした本書は、研究

者、法曹実務家、企業実務家等すべての方々に有用な書籍となり得ているの

ではないかと自負するものである。多くの方々の手に取っていただくことが

できれば幸甚である。

本書の最大の「売り」は、何といっても、その執筆陣である。多くは、多

忙な本務をもっておられる裁判官・弁護士の方々であるが、それぞれの分野

に最も精通した適任の執筆者であり、編者の期待をも上回るような熱意のこ

もった、充実したご論稿を寄せていただくことができた。あらためてそのご

労苦に厚く感謝を申し上げたい。本書に対する積極的な評価は挙げてこれら

の執筆者の方々に帰すべきものである。最後に、本書の企画から刊行に至る

までの長い道のりを、時に厳しく時に優しく見守り支えていただいた民事法

研究会の安倍雄一氏に心からの御礼を申し上げる。

平成22年７月

編 者 山 本 和 彦

同 須 藤 典 明
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第 章

文書提出命令の判例準則

Ⅰ はじめに

現行法が施行されて後15年を超えたが、この間、文書提出命令に関する規

律は、判例による法形成が最も進んだ分野であるといって過言ではない。そ

の意味で、この点のルールのあり方を正確に理解するためには、判例準則の

理解は今や不可欠なものとなっているといえる。そこで、本章では、判例準

則の内容を客観的に分析し、それをできるだけ正確に理解することを目的と

したい。

文書提出命令の分野において、このように判例による法形成が進んだ要因

としては、いくつかの点が指摘できるように思われる。第１に、文書提出義

務をめぐる立法時の混乱として、経済界との妥協や公務文書をめぐる国会修

正等の経緯があり、細かな準則ベースで立法段階の議論の詰めが必ずしも十

分なものではなかった点があるように思われる。第２に、文書提出命令の重

要性が指摘できる。証拠の偏在等の現象が普遍化したことによって、証拠収

集の方法として文書提出命令制度に大きな期待がかかっており、それが最高

裁判所まで争いが続き、判例が形成される原因となっている。第３に、制度

的には、現行法による許可抗告制度（法337条）の創設がある。これによっ

て、旧法下でも争いがあったにもかかわらず判例準則が欠 していた状況が

一挙に補充されつつあると評価できよう。

本章では、文書提出義務に関する判例準則を中心に、文書提出命令手続に
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関する判例準則も概観する。基本的には、前述のように、判例準則につい

て、なるべく主観的評価を排除し客観的に叙述することを目的とする（た

だ、将来の判例の予測や立法の必要などについても若干の意見を述べ、その過程

等で判例準則に対する主観的評価を示す部分はあるが、それも最小限のものとす

るようにしたい）。まず、文書提出義務について、一般提出義務（法220条４

号）と１号から３号までの義務（限定提出義務とよぶ）との関係を検討する

（Ⅱ参照）。その後、一般提出義務に関する除外事由を中心に、公務秘密文書

（４号ロ）の判例準則（Ⅲ参照）、職業秘密文書（４号ハ）の判例準則（Ⅳ参

照）、自己利用文書（４号ニ）の判例準則（Ⅴ参照）、刑事関係文書（４号ホ・

３号）の判例準則（Ⅵ参照）につき順次みた後、最後に文書提出命令手続に

関する判例準則を概観する（Ⅶ参照）。なお、本稿の性質上、学説について

は基本的に引用せ
１
ず、また取り上げる判例も基本的に最高裁判所（以下、本

書において「最高裁」という）のものに限定する。

Ⅱ 一般提出義務（４号）と限定提出義務（１号

～３号）の関係

１ 判例の概要

以下では、現行法の下での文書提出義務に係る中心的な論点となる一般提

出義務の除外事由に関する検討に入る前に、一般提出義務（法220条４号）と

旧法時代から存した限定提出義務（同条１号～３号）の関係について簡単に

みておきたい。

この点についての判例としてまず、内部文書性との関係で法律関係文書該

１ 判例を包括的に整理分析した既存の文献として、中島弘雅「文書提出義務の一般義務化と除外

文書」（福永有利先生古稀記念・企業紛争と民事手続法理論）409頁以下、山本和彦「文書提出義

務をめぐる最近の判例について」曹時58巻８号１頁以下、杉山悦子「文書提出命令に関する判例

理論の展開と展望」ジュリ1317号93頁以下、伊藤 「文書提出義務をめぐる判例法理の形成と展

開」判タ1277号13頁以下など参照。
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当性を判断した、最決平成11・11・12民集53巻８号1787頁［25］がある。現

行法下で最初に文書提出義務に関する一般的な判断を示した判例であるが、

法220条３号後段（法律関係文書）に基づく当事者の主張に対し、「本件文書

が、『専ら文書の所持者の利用に供するための文書』に当たると解される以

上、民訴法220条３号後段の文書に該当しないことはいうまでもない」とす
２
る。これは、220条３号の文書と旧法312条３号の文書との関係について、両

者を同一の概念とする考え方や前者が後者よりも狭くなるとする考え方など

があるところ、いずれにしても、４号ニの自己利用文書に該当する限り、法

律関係文書に当たる余地はない点に異論はないと解されるため、いずれの見

解によるかを明確にせず、このような判断をしたものと解され
３
る。

そして、このような趣旨をより明確にしたものとして、最決平成12・３・

10判時1711号55頁［29］がある。この決定は「民訴法220条３号後段の文書

には、文書の所持者が専ら自己使用のために作成した内部文書（以下「内部

文書」という。）は含まれないと解するのが相当である」とし、文部省（当

時）内部における使用のために作成され、作成につき法令上の根拠はなく、

記載内容の公表も予定されていない文書（教科書用図書検定調査審議会の作成

した文書）につき、「以上のような文書の記載内容、性質、作成目的等に照

らせば」「専ら文部省内部において使用されることを目的として作成された

内部文書というべきである」とする。これは、基本的に旧法下の法律関係文

書に関する内部文書の例外を前提として、そのような理解が現行法下でも生

きていることを明らかにしたものといえる。そして、このような「内部文

書」は、法220条４号ニの「自己利用文書」（その要件に係る判例準則について

は、後述Ⅴ１参照）と比較して、「内部文書性」要件は基本的に同一であり、

「不利益性」要件を必要としない結果、より広い例外を構成することになっ

ている。その結果、４号ニ該当性が認められれば、それによって当然に法律

２ 同旨の判例として、最決平成11・11・26金商1081号54頁［26］、最決平成12・12・14民集54巻

９号2709頁［32］、最決平成23・10・11判時2136号９頁［120］などがある。

３ 小野憲一「判解」最判解民〔平成11年〕796頁参照。
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関係文書性が否定されることになろう。前掲最決平成11・11・12の「言うま

でもない」という文言は、そのような趣旨を示していたものとみられる。

次に、文書の秘密性との関係で法律関係文書該当性を判断したものとし

て、最決平成16・２・20判時1862号154頁［55］がある。対象文書は、県が

漁業協同組合との漁業補償交渉に臨む際の手持ち資料として作成した補償額

算定調書中の文書提出命令申立人に係る補償見積額が記載された部分である

が、後述のように（Ⅲ１参照）、法220条４号ロの公務秘密文書に該当する旨

を明らかにした後、「本件文書が、上記のとおり、公務員の職務上の秘密に

関する文書であって、その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそ

れがあるものに当たると解される以上、民訴法191条、197条１項１号の各規

定の趣旨に照らし、Yは、本件文書の提出を拒むことができるものという

べきであるから、民訴法220条３号に基づく本件申立ても、その理由がない

ことは明らかである」とする。この点についても、旧法下の解釈において

は、いわゆる３号文書について証言拒絶権の規定を類推適用して提出義務を

否定する見解が一般的であったところ、新法下でもそのような解釈が妥当す

ることを明らかにしたものといえよう。

２ 判例準則の整理

以上のような判例群から、現段階で明らかな判例準則は以下のようなもの

となろう。

まず、３号後段の法律関係文書については、４号ニに該当する場合には当

然に内部文書として提出義務が否定され、また４号ロに該当する場合も証言

拒絶権の規定の趣旨に照らして提出義務が否定される。そして、その趣旨か

らすればおそらくは、４号イおよびハの場合（自己負罪・名誉侵害を理由とす

る除外事由および職業秘密等を理由とする除外事由）にも同旨が妥当するもの

と予想される。したがって、法律関係文書は、刑事関係文書（４号ホ）の場

合を除き、４号とは別個の独立の意義は失ったものと解されよう（なお、３

号の「法律関係文書」の具体的意義に関する判例準則については、さらにそれが

Ⅱ 一般提出義務（４号）と限定提出義務（１号～３号）の関係



実際に問題となる刑事関係文書との関係で言及する（Ⅵ参照））。

次に、３号前段の利益関係文書については、４号ロに該当する場合は証言

拒絶権の規定の趣旨に照らして提出義務が否定される。そして、その趣旨か

らすればおそらくは、４号イおよびハの場合にも同旨が妥当するものと予想

される。他方、４号ニの場合については、明確な準則は形成されていない

（従来の判例はいずれも法律関係文書の概念から内部文書の例外を導出しており、

利益文書に同旨が妥当するとは限らない）。したがって、利益文書であれば自

己利用文書であってもなお提出義務が肯定される余地がないわけではない。

ただ、旧法下では利益文書についても内部文書の例外を認める見解や裁判例

が有力であったこ
４
とを考えると、法律関係文書と同様の解釈がされる可能性

も十分にあるように思われる。

最後に、１号文書（引用文書）および２号文書（引渡し・閲覧請求権文書）

については、公刊された最高裁の判例はないようである。これらの文書提出

義務の原因はかなり特殊なものであり、たとえば、営業秘密に該当する文書

であっても契約上申立人が閲覧請求権を有するような場合には文書提出義務

を認めることに問題は少ないようにも思われ
５
る。そうだとすると、このよう

な場合は、４号の一般義務とは別個に、なお独自の存在意義を有するものと

解される余地はあろ
６
う。

Ⅲ 公務秘密文書（４号ロ）の判例準則

具体的な一般義務の除外事由として、まず公務秘密文書の場合（４号ロ）

を検討する。この規定は、周知のように、現行法制定時には存在せず、その

４ 兼子一ほか『新版条解民事訴訟法』1056頁、大阪高決平成４・６・11判タ807号250頁［５］など。

５ また、引用文書については、引用行為によって所持者が秘密の利益や内部文書性を放棄したも

のと解する余地も十分にあろう。

６ 立法論としては、３号を削除しながら、１号および２号を維持すべきとする見解として、日本

弁護士連合会「文書提出命令及び当事者照会制度改正に関する民事訴訟法改正要綱中間試案」第

１の２参照。
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後、平成13年の法改正により、行政情報公開制度との整合性にも配慮して新

たに導入されたものであ
７
る。規律の内容は、対象文書が、①「公務員の職務

上の秘密に関する」ものであ
８
り（公務秘密性要件）、かつ、②「その提出によ

り公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるも

の」であること（公共利益侵害・公務遂行阻害性要件）を要件に、文書提出義

務から除外するものである。

１ 判例の概要

この除外事由に関する最初の判例として、最決平成16・２・20判時1862号

154頁［55］がある。これは、前述のように（Ⅱ１参照）、県が漁業補償交渉

の際の手持ち資料として作成した補償額算定調書中の一部分に関するもので

あるが、事例的な判断を示した。まず本件文書の性格、特に「交渉の対象と

なる上記の総額を積算する過程における種々のデータを基に算出された本件

許可漁業に係る数値（補償見積額）が記載されたものである」ことから、公

務秘密性要件を認定する。そして、「本件文書が提出され、その内容が明ら

かになった場合には、県が、各組合員に対する補償額の決定、配分について

はＡ漁協の自主的な判断にゆだねることを前提とし、そのために、上記の交

渉の際にも明らかにされなかった上記の総額を算出する過程の数値（個別の

補償見積額）の一部が開示されることにより、本件漁業補償協定に係る上記

７ 改正の経緯については、深山卓也ほか「民事訴訟法の一部を改正する法律の概要」ジュリ1209

号102頁、1210号173頁参照。

８ なお、ここでいう「公務員」にどのような者が含まれるかが問題となり得る。最決平成25・

12・19民集67巻９号1938頁［145］は、国立大学法人の役職員がこれに含まれるかが論点となっ

た事案において、「国立大学法人の役員及び職員の地位等に関する国立大学法人法の規定に照ら

すと、民訴法220条４号ロにいう『公務員』には上記役員及び職員も含まれると解するのが相当

である」と判示する。この規定は、証言拒絶権の規律（法191条）等と同様、公務の民主的・効

率的遂行のため公務員の守秘義務を保護する目的を有することに鑑みると、みなし公務員等で

あっても、特定独立行政法人の役職員（独立行政法人通則法51条）や日本銀行の役職員（日本銀

行法30条）など、その従事する職務の公共性が強く、刑罰等によって守秘義務が担保されている

ような場合は、その適用を認めてよい（秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅳ』396頁な

ど参照）。
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の前提が崩れ、Ａ漁協による各組合員に対する補償額の決定、配分に著しい

支障を生ずるおそれがあり、Ａ漁協との間の信頼関係が失われることとな

り、今後、県が他の漁業協同組合との間で、本件と同様の漁業補償交渉を円

滑に進める際の著しい支障ともなり得ることが明らかである」ことから、公

務遂行阻害性要件をも肯定し、提出義務を否定した。本決定は、各要件に関

する一般論を慎重に避けながら、事例的な判断をしたものである。

次に、各要件についてより一般的な判示をする判例として、最決平成17・

10・14民集59巻８号2265頁［74］がある。事案は、労働基準監督署において

作成された労災事故に関する災害調査復命書の提出義務に関するものであ

る。本決定はまず公務秘密性要件について、「『公務員の職務上の秘密』と

は、公務員が職務上知り得た非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密

として保護するに値すると認められるものをいう」とする。そこでは、守秘

義務に関する公務員法違反の刑事事件の判例が引用され（最決昭和52・12・

19刑集31巻７号1053頁、最決昭和53・５・31刑集32巻３号457頁）、いわゆる実質

秘の考え方が
せん
明
めい
される。そして、そのような公務秘密には、「公務員の所

掌事務に属する秘密だけでなく、公務員が職務を遂行する上で知ることがで

きた私人の秘密であって、それが本案事件において公にされることにより、

私人との信頼関係が損なわれ、公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこと

となるものも含まれる」とする。そして、具体的な当てはめとして、本件で

問題となる情報を、①調査担当者の知ることのできた本件事業場の安全管理

体制・労災事故の発生状況等対象会社の私的な情報と、②再発防止策等につ

いての調査担当者の意見・署長判決など行政の意思形成過程に関する情報と

に分け、②は「公務員の所掌事務に属する秘密」として当然に公務秘密性が

認められ、①は、公務員が職務を遂行するうえで知ることができた私人の秘

密であるが、それが公にされると私人との信頼関係が損なわれ、公務の公正

かつ円滑な運営に支障を来すため、やはり公務秘密性が肯定される。

他方、公務遂行阻害性要件については、まず一般論として、「『その提出に

より公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあ
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る』とは、単に文書の性格から公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい

支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず、その

文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められるこ

とが必要である」と判示した。そして、具体的な当てはめとして、やはり上

記①および②の情報に分け、②については、その提出により「行政の自由な

意思決定過程が阻害され、公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的

に存在することが明らかである」とする。①については、対象会社の労働者

等から聴取した内容がそのまま記載されているわけではないこと、調査担当

者には調査について強制的な権限が付与されていることなどから、その提出

によって関係者の信頼を著しく害したり、以後関係者の協力を得ることが著

しく困難になったりするとはいえないとして、公務遂行阻害性を否定した。

以上のように、本決定は、現段階での４号ロに関するリーディング・ケー

スということができ、各要件に関する一般論とその当てはめを詳細に論じて

おり、そこから判例準則を抽出することができるものといえよう。

以上のような判例準則を受けた具体的判断として、最決平成25・４・19判

時2194号13頁［140］がある。事案は、全国消費実態調査の調査票情報を記

録した準文書の提出義務に関するものである。本決定は、一般的な判示を避

けながら、文書自体の性質や被調査者等の特定可能性等の点を総合的に考慮

して、結論として、４号ロの除外事由の要件である公務遂行阻害性を肯定す

る。

すなわち、①文書自体の性質として、統計調査については「正確な統計を

得るために被調査者から真実に合致した正確な内容の報告を得る必要があ

る」ため「様々な角度から調査票情報の保護を図っていること」、全国消費

実態調査は「公的統計の中核をなすものとして特に重要性が高い統計として

位置づけられており、その基礎となる報告の内容の真実性及び正確性が担保

されることが特に強く求められるもの」であること、このような調査はその

性質上、「立入検査等や罰金刑の制裁によってその報告の内容を裏付ける客

観的な資料を強制的に徴収することは現実には極めて困難であるといわざる
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を得ないから、その報告の内容の真実性及び正確性を担保するためには、被

調査者の任意の協力による真実に合致した正確な報告が行われることが極め

て重要で」あることを指摘し、また、②特定可能性については、「個人及び

その家族の消費生活や経済状態等の委細にわたる極めて詳細かつ具体的な情

報」を記載した本件準文書が訴訟に提出されると、「例えば被調査者との関

係等を通じてこれらの情報の一部を知る者などの第三者において被調査者を

特定してこれらの情報全体の委細を知るに至る可能性があることを否定する

ことはでき」ないことを指摘し、それらを総合すると、「個人の情報が保護

されることを前提として任意に調査に協力した被調査者の信頼を著しく損な

い、ひいては、被調査者の任意の協力を通じて統計の真実性及び正確性を担

保することが著しく困難となることは避け難いものというべきであって、こ

れにより、基幹統計調査としての全国消費実態調査に係る統計業務の遂行に

著しい支障をもたらす具体的なおそれがある」ものとする。

本決定は、公務遂行阻害性要件について、その具体的なおそれの存在を求

める前掲最決平成17・10・14を受けて、その文書の具体的性質やそれによっ

て公務に生じ得る具体的な影響の可能性を極めて詳細に認定したものであ

り、前記一般準則に基づく４号ロの今後の判断手法の方向性を示したものと

評価することができよう。

２ 判例準則の整理

⑴ 公務秘密性要件

まず、公務秘密性要件に該当するには、①公務員が職務上知り得た秘密で

あること、②非公知の事項であること、③実質的にもそれを秘密として保護

するに値すると認められるものであることを満たす必要がある。特に③の要

件が重要であり、判例はいわゆる「実質秘」の考え方を採用しているものと

いうことができよう。

そして、上記の要件との関係で、判例は２種類の公務秘密を観念する。す

なわち、◯ａ公務員の所掌事務に属する秘密である。これは②・③の要件を満
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編者略歴>

山 本 和 彦（やまもと かずひこ)

一橋大学大学院法学研究科教授

（略 歴）

昭和59年３月 東京大学法学部卒業

昭和59年４月 東京大学法学部助手

東北大学法学部助教授、一橋大学法学部助教授、同大学大

学院国際企業戦略研究科教授を経て

平成14年４月 一橋大学大学院法学研究科教授（現在に至る）

リヨン第３大学法学部客員研究員（平成３年から平成５年）

（主な著書）

『民事訴訟法の現代的課題』（有斐閣・2016）、『倒産法概説〔第３版〕』（共

著、弘文堂・2016）、『解説消費者裁判手続特例法』（弘文堂・2015）、『ADR

仲裁法〔第２版〕』（共著、日本評論社・2015）、『倒産法制の現代的課題』

（有斐閣・2014）、『ロースクール民事訴訟法〔第４版〕』（共編著、有斐閣・

2014）、『ロースクール倒産法〔第３版〕』（共編著、有斐閣・2014）、『ケース

ブック民事訴訟法〔第４版〕』（共編著、弘文堂・2013）、『倒産処理法入門

〔第４版〕』（有斐閣・2012）、『民事訴訟法の論争』（共著、有斐閣・2007）、

『利用者からみた民事訴訟』（日本評論社・2006）、『よくわかる民事裁判〔第

２版〕』（有斐閣・2005年）、『国際倒産法制』（商事法務・2002）

その他著書多数。

本書第１編第１章執筆

編者略歴



須 藤 典 明（すどう のりあき)

日本大学大学院法務研究科教授・弁護士

（略 歴）

昭和53年４月 司法修習生（第32期）

昭和55年４月 東京地方裁判所判事補任官

その後、東京法務局訟務部付、法務省訟務局付、人事院事

務官、東京地方裁判所判事、司法研修所教官、東京地方裁

判所部総括判事等を経て

平成21年７月 法務省大臣官房訟務総括審議官

平成23年８月 東京高等裁判所判事

平成24年３月 甲府地方・家庭裁判所長

平成25年５月 東京高等裁判所部総括判事

平成27年６月 定年退官

平成27年９月 日本大学大学院法務研究科教授、弁護士登録（第二東京弁

護士会）

平成28年１月 原子力損害賠償紛争解決センター総括委員長（現在に至

る）

（主な著書）

『民事保全（最新裁判実務大系⑶）』（共編著、青林書院・2016）

『民事保全〔第三版〕（リーガル・プログレッシブ・シリーズ１）』（共著、青

林書院・2013）

『民事法Ⅰ～Ⅲ〔第２版〕』（共編著、日本評論社・2010）

『民事事実認定と立証活動Ⅰ・Ⅱ』（共著、判例タイムズ社・2009）

『民事保全法（新・裁判実務大系 ）』（共編著、青林書院・2002）ほか
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片 山 英 二（かたやま えいじ)

弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所）、米国ニューヨーク州弁護士、

AIPPI・JAPAN会長、日弁連知的財産センター委員長、生化学工業㈱社外

取締役、三菱UFJ信託銀行㈱社外監査役、日本航空㈱社外監査役等を歴任

（略 歴）

昭和48年３月 京都大学工学部卒業

昭和48年４月 藤沢薬品工業株式会社勤務

昭和57年３月 神戸大学法学部卒業

昭和57年４月 司法修習生(第36期)

昭和59年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）、銀座法律事務所（現・

阿部・井窪・片山法律事務所）入所（現在に至る）

欧米留学・研修（ニューヨーク大学ロースクール、ウィンスロップ・スティ

ムソン・パットナム＆ロバーツ法律事務所（ニューヨーク）、マックス・プ

ランク研究所（ミュンヘン）等）（昭和63年～平成２年）

（主な著書・論文）

「知的財産訴訟の争点」（伊藤 ＝山本和彦編・民事訴訟法の争点）（有斐

閣・2009）

「否認権行使」（門口正人ほか編・会社更生法・民事再生法（新・裁判実務大

系 ））（青林書院・2004）

「後発医薬品と試験・研究 膵臓疾患治療剤事件」（中山信弘ほか編・特許判

例百選〔第３版〕）（有斐閣・2004）

「更生手続開始とライセンス契約」（山本和彦ほか編・新会社更生法の理論と

実務）（判例タイムズ社・2003）

「バイオ特許訴訟の最近の動向」知財管理52巻１号75頁（日本知的財産協

会・2002）

「並行輸入」（牧野利秋＝飯村敏明編・知的財産関係訴訟法（新・裁判実務体

系⑷）（青林書院・2001）ほか
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伊 藤 尚（いとう ひさし)

弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所）、全国倒産処理弁護士ネットワーク

常務理事、中央大学法学部客員教授

（略 歴）

昭和58年３月 司法修習生（第37期）

昭和60年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）、銀座法律事務所（現・

阿部・井窪・片山法律事務所）入所

平成15年４月 最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

平成21年４月 第一東京弁護士会総合法律研究所倒産法部会長

（主な著書・論文）

『注釈破産法』（共編著、金融財政事情研究会・2015）、『倒産処理と弁護士倫

理』（共編著、金融財政事情研究会・2013）、『新注釈民事再生法〔第２版〕』

（共編著、金融財政事情研究会・2010）、『民事再生手続と監督委員』（共編

著、商事法務研究会・2008）

「租税債権」（竹下守夫＝藤田耕三編集代表・破産法大系⑵破産実体法）（青

林書院・2015）、「民事再生申立ての濫用（否認権の行使のみを目的とした申

立て）」金法1969号６頁（2013）、「破産後に販売会社に入金になった投資信

託解約金と販売会社の有する債権との相殺の可否－大阪高判平22.４.９を契

機に」金法1936号52頁（2011）、「立替払いに基づく求償権による相殺の可否

（請負契約の事例）」（中島弘雅ほか編・民事再生法判例の分析と展開）金商

1361号86頁（2011）、「下請事業者再生申立後の元請事業者による孫請代金の

立替払いと、その求償権に基づく相殺について」（事業再生研究機構編・民

事再生の実務と理論）（商事法務・2010）

ほか
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