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推薦の辞

本書『再考　司法書士の訴訟実務』は、「司法書士の、司法書士による、

司法書士のための民事訴訟実務のテキスト」である。類書はない。

＊

司法書士の職務内容は、従来、①登記・供託手続の代理、②裁判所・検察

庁・法務局・地方法務局に提出する書類作成、③登記・供託に関する審査手

続の代理とされてきたが、司法制度改革の中で司法書士法が改正（平成15年

4 月 1 日施行）され、司法書士に、④簡易裁判所における通常訴訟のほか、

限定付きではあるが、訴え提起前の和解手続、支払督促手続および民事調停

法に規定する手続等について訴訟代理権が付与され、⑤これらの事件につい

て、相談に応じ、または裁判外の和解について代理することができるように

なった。もちろん、これを担うことのできるだけの能力を備え、それが担保

されることが前提となる。

簡易裁判所の訴訟代理権付与は、司法書士に対する市民の期待を背景にし

ており、これまでの司法書士業務に大きな変革をもたらすものである。それ

では、司法書士層は果たしてこの権限を活用できているであろうか。もとよ

り、認定司法書士となったとしても、経験が乏しければ安易に受任すること

を躊躇うことはむしろ責任ある誠実な態度であるし、そもそも通常は簡裁案

件の依頼が次々舞い込むこともない。しかし、過払金バブルが終息を迎えた

現在、司法書士は新たな職域である簡易裁判所における訴訟代理人としての

役割を果たすべく自己の力量をアップして市民の依頼に安んじて応えていく

ことが求められている。

本書は、この課題を達成するための処方箋となる実務書である。その特色

は次の点にある。
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第 1に、本書は、民事訴訟実務の展開に沿って、相談、手続選択、訴状の

作成、期日ごとの対応、立証、和解、判決後の対応の各ステージにおける、

司法書士の執務の全容を適切かつ具体的に説明している。また、手続の流れ

ばかりでなく、司法書士の裁判業務それ自体や報酬のあり方などの制度面に

ついての解説も行き届いている。さらに、基礎知識から最新情報にまで及ん

でいる。つまり、本書は、これ一冊で、民事訴訟実務において司法書士の心

得ておくべき事項を見事にカバーしているのである。

第 2に、本書は、簡裁訴訟代理人として経験を積んだ司法書士が、民事訴

訟実務について司法書士の視点から、教科書的かつ抽象的説明にとどまるこ

となく、教科書・基本書を咀嚼したうえで、実践的かつ具体的レベルの知識

に組み替えて語っている。読者は、本書を読み進める中で、執筆陣である日

本司法書士会連合会執務問題検討委員会に所属する訴訟代理で苦労しながら

スキルを体得してきたベテラン認定司法書士の面々が得難くかつ貴重な蓄積

を惜しげもなく発信してくれていることに気づかれるであろう。

第 3に、本書は、そのようなわけで、「司法書士の、司法書士による、司

法書士のための民事訴訟実務のテキスト」であり、司法書士による初めての

民事訴訟実務指南書である。

＊

司法書士層にとって、簡裁訴訟代理業務は、新しい大海原である。簡裁訴

訟代理人の役割を適切に遂行していくため、相談・事情聴取というスタート

から問題解決というゴールまできめ細かく、分かりやすく過不足なく語った

本書を携えて、大海原に漕ぎだすことにしよう。

簡裁訴訟代理を受任して執務に当たろうとするすべての認定司法書士に、

本書『再考　司法書士の訴訟実務』を推薦する次第である。

2019年 3 月

推薦の辞
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発刊にあたって

司法書士は、明治 5年（1872年）の制度発足以来、長年にわたり裁判書類

の作成を業務として取り扱い、国民の権利の保護に寄与してきた。そのこと

は、平成14年に司法書士法が改正され簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うこ

とができるようになった後も変わりはない。そして、司法書士は、これから

も「身近なくらしの中の法律家」として、業務を通じて、市民の法律トラブ

ルを予防し、また紛争の解決に向けた支援を続けていかなければならない。

現在、政府では、裁判手続の IT 化が検討されており、裁判手続が大きく

変わろうとしている。司法書士もその変化に対応するために、これまで行っ

てきた裁判書類作成関係業務のあり方を今一度見つめ直さなければならない

時期が訪れるはずである。

そこで、司法書士の裁判書類作成関係業務のこれまでの考え方を振り返る

とともに整理をし、さらにこれから司法書士に求められる裁判業務における

執務姿勢を再考するために本書を発刊することとした。本書は、相談から判

決後の対応まで､ 裁判手続の流れに沿った実務上の留意点を詳述する実務書

でもあり、司法書士が実際に裁判書類作成関係業務を受任し、業務を遂行し

ていく中で必要となる情報が網羅されている。

本書が、司法書士の実務の充実に資することとなり、「身近なくらしの中

の法律家」として司法書士が、国民の権利擁護と公正な社会の実現にさらに

寄与することができれば幸甚である。

2019年 3 月

日本司法書士会連合会会長　今　川　嘉　典

発刊にあたって
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は し が き

日本司法書士会連合会執務問題検討委員会では、司法書士の裁判外和解代

理権の範囲についての情報収集と分析を行ってきた。そのような中、平成28

年 6 月27日に最高裁判所において和歌山訴訟上告審の判決が言い渡された。

この最高裁判決では、司法書士の裁判外和解代理権の範囲のみを審理の対

象としていたことから、その余の部分は、審理の対象とされず、原審である

大阪高裁判決が確定することとなった。

その大阪高裁判決では、司法書士が裁判書類作成関係業務を進める中で負

う善管注意義務を具体的に判示している。そして、司法書士を法律専門職と

位置づけ、司法書士に高度な善管注意義務を求めており、これまで司法書士

の裁判書類作成関係業務の範囲に関する裁判例として引用されてきた昭和54

年 6 月11日の高松高裁判決よりも、司法書士に課された職責を重くみている

といえるのではなかろうか。

ところで、平成14年の司法書士法改正により平成15年 7 月に認定司法書士

が誕生して以来、訴訟代理人や裁判外和解の代理人を引き受ける認定司法書

士が増加し、裁判所における事件数も著しく増加した。しかし、近年はその

事件数が大きく減少している。このことは、認定司法書士が受任していた事

件の多くが債務整理事件であり、原告代理人として取り扱った事件のほとん

どが過払金の返還を請求する事件であったことを示している。

過払金返還請求事件は、金銭貸借の経過等の事実関係には争いがなく、い

くつかの法的解釈について最高裁判例等を検討すれば対応できる事件である

といえる。ここ十数年は、そうした過払金返還請求事件を中心に簡裁訴訟代

理等関係業務や裁判書類作成関係業務が多く行われてきたが、それらの事案

において、定型的で事実関係に争いがない事件であるがゆえに、事実関係を

依頼者から丁寧に聴取し、依頼者の生の紛争を法的に検討を加え、準備書面

作成のために協議をするといった本来の業務遂行のステップをおろそかにす

る傾向が見受けられるようになってきている。そして、簡裁訴訟代理業務や

は し が き
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裁判外和解代理業務における本人に対する報告が疎かになったり、裁判書類

作成関係業務における業務範囲から逸脱し、本人を差し置いて司法書士が実

質的に訴訟遂行したりと、司法書士が長い歴史の中で培ってきた訴訟実務の

あり方が十分に引き継がれてきていないと考えられる事案も一部みられるよ

うになってきた。

そこで、当委員会として、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管

注意義務を求められている今こそ、司法書士がこれまで培ってきた訴訟実務

のあり方について再考する必要があると考え、従来の書籍とは趣の異なる実

務書として本書を発刊することとした。

まず、第 1章では、これまで司法書士が行ってきた裁判業務のあり方を振

り返るとともに現代的課題を指摘し、裁判書類作成関係業務を行うにあたっ

ての考え方と執務における留意点を述べた。

第 2章では、司法書士の裁判書類作成関係業務と簡裁訴訟代理等関係業務

における相談業務について整理するとともに、相談業務の意義について述べ

た。

第 3章では、司法書士が裁判業務を行うにあたって押さえておくべき事実

認定の構造について述べた。

第 4章では、山本和子事件という事例を題材として設定し、前章で述べた

事実認定の構造に基づいて、どのような事実を掴むことができるか、その留

意点について述べた。

第 5章から第10章までは、手続の選択から判決後の対応まで裁判手続の流

れに沿った留意点を第 4章で設定した山本和子事件という事例について検討

を加えながら述べた。

第11章では、司法書士の報酬についての考え方と論点を整理して述べた。

以上のとおり、司法書士の今後の訴訟実務のあり方と留意点を具体的に提

示する本書が、裁判業務に取り組もうとする司法書士の実務の参考となれば

幸いである。

なお、本書を発刊するきっかけとなる示唆に富む助言をいただいた木村達

は し が き
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也弁護士に感謝申し上げるとともに、本書の出版にあたり多くの助言をいた

だいた民事法研究会の南伸太郎氏に厚く御礼申し上げる次第である。

2019年 3 月

日本司法書士会連合会執務問題検討委員会

は し が き
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Ⅰ　事例設定

Ⅰ　事例設定

本章では、第 3 章にみた事実認定の構造を踏まえて、以下の相談事例（山

本和子事件）に即して、具体的な事実の掴み方をみていきたい。

私（山本和子）は、 3 年ほど前に松本一郎さんと知り合い、お付き合

いをしていました。一郎さんは優しい人ですが、パチンコが好きで、お

金にだらしないところがあり、時々、「絶対に返すから、貸して」と頼

まれ、 2 万円、 3 万円という単位でお金を貸していました。

今年の 3 月、一郎さんから「30万円貸してほしい」と頼まれました

が、今までのお金の単位とは一桁違うので、どうしてそんな大金が必要

なのかと問いただしたところ、一郎さんの友達の菊川次郎さんが引っ越

しをすることになって、30万円を貸してほしいと頼まれているので、何

とかしてほしいというものでした。私は、どうしようかと迷いました

が、一郎さんの頼みを断り切れず、お金を貸すことにしました。

喫茶店で一郎さんと次郎さんの 3 人で会い、私は、そこで30万円を一

郎さんに貸しました。次郎さんは、本当に助かったと私と一郎さんに礼

を言い、30万円を持って先に喫茶店から出て行きました。

その後、間もなく、私は一郎さんと些細なことでけんかをして別れま

した。

一郎さんに以前貸していたお金は全く返してもらっておらず、全部で

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
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第 4章　事例にみる事実認定と判断

40万円になっています。ですから、最後に貸した30万円と合計すると、

70万円になります。

私は、別れた後、一郎さんに70万円を返してほしいと何回かメールし

ました。最初の 2 回は返信をくれましたが、それ以降は返信すらくれま

せん。メールのやりとりをプリントしてきたので見てください。

和子「お久しぶりです。元気でいますか？　一郎さんに貸したお

金、全部計算してみたら70万円になっています。もう別れたことだ

し、返してくれませんか？」

一郎「えー、70万円になってるの？　そんなに借りたかな。金額

間違ってない？」

和子「だって、最後に30万円貸しましたよね。だからこんな金額

になっています」

一郎「ちょっと待って。最後の30万円って、菊川の分？　あれ

は、和子が菊川に貸したんじゃないの？　俺は関係ないよ。それ

に、それを除いても40万円あるなんて、考えられない」

和子「そんな言い訳するの？　あんまりじゃない？」

いずれも、借用書や領収書のようなものは書いてもらっていません

が、スマホのアプリで家計簿を付けていますので、日付と金額はわかり

ます。以前に 2 万円～ 3 万円ずつ貸したときは、持ち合わせていたお金

で貸したものですから、証拠となるものはスマホの家計簿ぐらいしかあ

りません。最後の30万円は銀行で下ろして貸しましたから、通帳に出金

の記録があります。借りたのは菊川さんなんてことはデタラメです。そ

れに、私は菊川さんの住所や電話番号も知りません。

一郎さんには、分割でもいいですから70万円を必ず返してほしいので

すが、どうしたらいいのですか？
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Ⅱ　事実を掴む

Ⅱ　事実を掴む

1 　要件事実を中心とした聴き取りの落とし穴

和子の相談の主訴は、「一郎から、分割でもいいから70万円を必ず返して

ほしい」ということのようである。

そして、和子は、「 2 万円、 3 万円という単位でお金を貸していました」

「一郎さんの頼みを断り切れず、お金を貸すことにしました」「最後に貸した

30万円と合計すると、70万円になります」「最後に30万円貸しましたよね」

「持ち合わせていたお金で貸した」「最後の30万円は銀行で下ろして貸しまし

た」というような表現をしているので、金銭消費貸借契約に基づいて貸金の

返還請求をしたいと考えているようである。

金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求の要件事実は、「返還の合意」と

「金銭の交付」であるから、この 2 点について主要事実と間接事実を拾って

いくこととなる。

もっとも、本件においては数万円単位の複数回の貸付けと30万円の貸付け

とは様態を異にしているように思われるので分けて検討することにする。

⑴　数万円単位の複数回の貸付け
ア　返還の合意

返還の合意についての主要事実は、一般的には金銭消費貸借契約書や借用

証などであるが、本件ではそのような文書は存在しない。

間接事実としては、「そんなに借りたかな」と述べている一郎のメールぐ

らいである。
イ　金銭の交付

金銭の交付についての主要事実は、領収書や受領書、振込伝票などである

が、本件ではそのような文書は存在しない。

間接事実としては、スマホの家計簿ぐらいである。
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第 4章　事例にみる事実認定と判断

ウ　証拠と法的評価

借用証書等の書面もない場合には、特段の事情のない限り、贈与や生活援

助のための金銭の交付であり、消費貸借とは認定されないのではなかろう

か。

和子がスマホのアプリで家計簿を付けていたので日付と金額はわかるとの

ことであるが、仮に日付と金額がわかったとしても、他に有力な間接事実等

がない限り一郎との返還の合意があったとは認定できないと思われる。

また、スマホのアプリで和子が付けていた家計簿の証拠価値についても考

える必要がある。たとえば、貸主において、借主の関与がないままに一方的

に作成した覚書やメモ等が貸主が金銭交付の都度書き付けていたものとして

証拠として提出された場合に、一般的には、ほかに信用性を肯定できる間接

事実があれば格別、そうでない場合には、借主の関与が全くないメモ等の信

用性は慎重に判断する必要があると考えられる
1

 。

もっとも、一郎はメールの中で40万円という金額については認めていない

が、いくばくかを借りたことは認めているようにも思われる。そこで、裁判

所がメールの証拠価値をどのようにみているのかも知っておく必要がある

が、メールは情報の断片化が著しいという傾向があり、一つの文書としてプ

リントアウトされたものだけを読んだのでは意味がわからなかったり誤解を

生じるおそれが少なくないという意見がある。そこで、事件の全体像につい

て一定のまとまりのあるメールを証拠として提出するという工夫が必要であ

る。

また、前のメールで提示された条件などが後のメールでは撤回されていた

り、さらにその撤回自体が撤回されていたりするなど、メールでは頻繁に情

報が交換されるため都合のよい部分だけを書証とすることが容易であるか

ら、提出されたメールを鵜呑みにすることは危険であるという意見もある
2

。

1　加藤新太郎編『民事事実認定と立証活動第Ⅱ巻』280頁〔村田渉判事発言〕。
2　加藤新太郎編『民事事実認定と立証活動第Ⅰ巻』73頁〔須藤典明訟務総括審議官発
言〕。
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Ⅱ　事実を掴む

⑵　30万円の貸付け
ア　返還の合意

主要事実、間接事実となる文書等は存在しない。
イ　金銭の交付

主要事実、間接事実となる文書等は存在しない。

⑶　小　括
このようにみていくと、数万円単位の貸付けにしても、30万円の貸付けに

しても、（一郎が認める場合を除き）金銭消費貸借契約の成立を認めるのは困

難である。しかし、和子の事例を最初に読んだとき、おそらく、最後の30万

円について返還を求めるのは難しいかもしれないが数万円単位の貸付けにつ

いてはある程度の金額の返還を求めるのは可能ではないかと考えた方が多い

のではないだろうか。

しかし、上記のように主要事実と間接事実を拾っていくと数万円単位の貸

付けについてさえも要件事実を満たしていないことになってしまう。この違

いはなぜ起こるのだろうか。

2 　事案のストーリーを探れ

法律の初心者は、しばしば法律の定める要件事実を念頭に、それにあては

まる事実だけを拾い出すという作業をする。これは、「動かしがたい事実」

や「争いがない事実」は、裁判所はそのまま認定することを知っているから

であろう。

しかし、要件事実だけを念頭にして、それに事実をあてはめていくだけで

は空論となってしまう。要件事実を拾う前に相談者のストーリーをもう一度

思い出してみるべきである。

問題のきっかけは何であったのか、当事者の人間関係はどのようなものな

のか、なぜこのような結末になってしまったのか、どちらが不誠実なのか、

損失は誰が負担すべきなのか、それはなぜか……。

要件事実では拾わなかった事実やストーリーにより、事件が生き生きして
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