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司法統計によれば、民事事件については、地方裁判所における民事第一審

通常訴訟事件の新受件数は減少傾向にあり、簡易裁判所における民事第一審

通常訴訟事件の新受件数についてもここ数年は微増しているものの平成22年

のピーク時からは大きく減少したままの状況である。

国民の民事裁判手続に対する期待の表れだとの評価もあるが、一方におい

て、裁判外紛争解決機関における紛争処理や裁判外の和解件数の増加がその

要因だとする見解もある。

司法制度の一翼を担う司法書士としては、民事裁判手続はもちろんのこ

と、裁判外の和解、裁判外紛争解決手続といったあらゆる紛争解決メニュー

に精通し、事案に応じて、より依頼者の満足度の高い適切な手続の支援者で

あることが求められる。

本書は、平成14年の司法書士法改正によってもたらされた簡裁訴訟代理等

関係業務に加えて、司法書士制度が始まって以来根幹業務である裁判書類作

成関係業務について、近時の裁判例を踏まえて再構築する試みもなされてい

る。本人訴訟支援の担い手として、憲法で保障された国民の裁判を受ける権

利を実現するために、その職責に照らした執務のあり方を検証し再構築を行

ったものである。

＊

さて、平成29年 6 月 9 日、政府は「未来投資戦略2017―Society5.0の実

現に向けた改革」を閣議決定した。その具体的施策の中において、「迅速か

つ効率的な裁判の実現を図るため、諸外国の状況も踏まえ、裁判における手

続保障や情報セキュリティ面を含む総合的な観点から、関係機関等の協力を

得て利用者目線で裁判に係る手続等の IT 化を推進する方策について速やか

に検討し、本年度中に結論を得る」とされた。

これを受けて、平成29年10月30日、裁判手続等の IT 化検討会（以下、「検

討会」という）を内閣官房に設置し、平成30年 3 月30日、検討会による「裁
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判手続等の IT 化に向けた取りまとめ―『 3つの e』の実現に向けて」が

取りまとめられた。検討会では、インターネットでの裁判所への書面提出、

訴訟記録の電子化、テレビ会議システムを使用した審理の拡充などについて

幅広く議論されている。具体的には、①裁判所に専用のウェブサイトを設

け、訴状、答弁書、証拠資料などの電子データをインターネットで24時間い

つでも提出でき証拠資料などの電子データをインターネットで24時間いつで

も提出できるしくみ、②オンラインでの手数料の支払い、③テレビ会議シス

テムを利用して双方の当事者や代理人が出廷せずに審理する法廷のあり方な

どが検討課題とされ議論された。

その後、平成30年 7 月24日から令和元年12月13日まで合計15回開催された

民事裁判手続等 IT 化研究会（以下、「研究会」という）では、民事訴訟の各

場面において、どのような論点があるかが検討され、「民事裁判手続の IT

の実現に向けて（報告書）」の取りまとめが行われた。研究会の報告書で

は、民事裁判手続を全面的に（訴え提起から判決に至るまで）IT 化する、と

され、民事訴訟の各場面において、次のように IT 化を進めることとされて

いる。

1．訴え提起　　オンラインによる訴え提起を認める。

2．送　達　　事件管理システムを利用した送達を認める。

3．口頭弁論　　ウェブ会議等を利用した口頭弁論期日の実現を図る。

4 ��．争点整理　　ウェブ会議等の利用を拡充し、効率的な争点整理を実現

する。

5．証人尋問　　テレビ会議等を利用した証人尋問の要件を緩和する。

6 ��．書　証　　事件管理システム上の書証の電子データを閲覧する方法に

よる証拠調べを実現する（原本は必要に応じて確認する）。

7 ��．判　決　　判決書を電子的に作成し（電子署名）、事件管理システム

にアップロードする。

8 �．訴訟記録の閲覧等　　訴訟記録を電子化したうえ、当事者については

随時のオンラインアクセスを認める。
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9 ．その他　　濫訴防止策、特別の訴訟手続の創設等

また、実現までの工程表として、令和元年度においては、上記研究会の報

告書取りまとめのほか、フェーズ 1 （ウェブ会議等を用いた争点整理）の特定

庁での実施、法制審議会への諮問がされ、令和 2年度においては、専門部会

における調査審議、フェーズ 1の拡大（令和 2年度以降、順次全国へ）が予定

されている。

そして、令和 3年には、専門部会における調査審議において中間試案、パ

ブリックコメント、要綱案の取りまとめに向けた議論がなされる予定であ

り、フェーズ 3の先行実施（準備書面等のオンライン提出）も予定されている。

さらに、令和 4年には、専門部会における要綱案決定、法制審議会答申、

改正法案の国会提出、フェーズ 2の一部実施（ウェブ会議等を用いた双方不出

頭の争点整理）が予定されており、令和 5年以降には、フェーズ 2の完全実

施（口頭弁論のウェブ化）、フェーズ 3の完全実施（訴状を含めたオンライン申

立て、記録の電子化の実現）がなされる予定である。

このように、民事裁判手続が IT 化により、大きく変容しようとしてい

る。民事裁判手続の IT 化にあたっては、司法書士は、簡易裁判所における

代理人として、また、本人訴訟の当事者のサポート役として大きな期待が寄

せられており、この期待に十全に応えていく必要がある。

本書は、全国の司法書士の民事事件に関する裁判実務の一助となるであろ

うことを確信する。そして、それが IT 化された民事裁判においても、国民

の権利擁護に資することとなれば幸いである。

令和 2年 6月

日本司法書士会連合会副会長・紛争解決支援推進対策部部長　小澤　吉徳
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Ⅰ　登記関係事件

1 　概　要

いうまでもなく、登記関係の裁判事件は、登記手続に日々携わっている司

法書士にとって最も馴染みやすく、かつ、その能力を発揮しなければならな

い事件類型である。売買をした、債務を弁済したなどの事実関係が証憑等に

よってかなり明確な場合においても、登記手続の相手方（特に、登記義務者）

となる者が任意に共同申請に応じないため、登記手続が進まないことは往々

にしてある。また、登記手続の相手方が必ずしも非協力的なわけではない

が、登記義務者となる者が多数に上るため、登記義務者の印鑑証明書の有効

期間や費用の関係で登記権利者が事実上登記手続を諦め、放置していること

も多い。こうした登記手続の遅滞や放置は、当事者にとって不便なだけでは

なく、当該不動産の活用（管理や処分を含めて）が制限されることとなり、

社会全体の損失となるともいえよう。

登記手続に精通している司法書士が、こうした登記の遅滞や放置に関し、

その見識を活かして、最終的なゴール（登記手続の完了）を念頭において、

当事者に対してそのための最善の裁判手続を案内し、支援することができれ

ば、当事者にとっても社会全体にとっても利するところは大きいものと思わ

れる。

そこで、本項では、はじめに基本的な登記関係事件として、売買を原因と

する所有権移転登記手続請求事件について解説する。登記関係事件を扱うに

際して基本的なところはここで説明する。次いで、司法書士に寄せられるこ

との多い時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求事件について解説す

る。ここでは、時効取得の事件に固有な実務上の問題点などのやや発展的な

内容もあわせて説明を加える。最後に、時効取得と同様に相談の寄せられる

ことの多い抵当権抹消登記手続請求事件について解説する。
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2 　売買による所有権移転登記手続請求事件

⑴　事件の特徴

売買や贈与などの契約が適法に成立しているにもかかわらず、後日、譲受

人が譲渡人に対して、訴訟により所有権移転登記手続を求めなければならな

いケースはそう多くはない。売買や贈与の当事者であれば、所有権移転登記

手続に互いに協力すべきことは双方理解しているからである。しかし、契約

当事者の一方が亡くなった、または成年後見等が開始されたなどの事情が加

わると、前提となる法律関係について疑義が生じるなどのために、名義変更
（所有権移転登記申請）がスムーズにいかないこともある。そこで、本項は、

登記請求権を行使する訴訟類型の最も単純な形として、売買が有効に成立し

ているものの売主が所有権移転登記申請に応じないケースを扱う。

⑵　訴訟物

訴訟物となるのは、売買契約に基づく所有権移転登記手続請求権である。

契約当事者間の登記請求権であり、債権的登記請求権といえる。

⑶　請求の趣旨

一般的な請求の趣旨の記載例は、次のとおりである。

1　被告は，原告に対して，別紙物件目録記載の土地につき，令和○年○月
○日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
2　訴訟費用は，被告の負担とする。
との判決を求める。

なお、登記手続請求事件は、被告の登記申請意思という意思表示を求める

訴訟事件であるところ、同事件は、民事執行法174条 1 項により、判決が確

定したときに相手方が意思表示をしたものとみなされる。そのため、判決の

確定前の仮執行手続ということを考えられないため、仮執行宣言を求めるこ

とはできない。
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⑷　請求の原因（要件事実）

原告が主張・立証すべき要件事実は、売買契約の締結（原告と被告が、本

件土地につき、売買契約を締結したこと）である。

⑸　被告の反論

被告の反論としては、①原告の主張する事実と両立しない事実を主張する

場合（否認）と、②原告の主張する事実と両立するが、そこから生ずる法律

効果を排斥する事実を主張する場合（抗弁）に分かれる。
ア　否　認

請求原因に対して否認する場合は、理由を述べて否認する必要がある（民

事訴訟規則79条 3 項。理由付否認）。たとえば、売買契約が成立したとされる

日においては、被告は、長期間不在にしており、売買契約をしていない、と

の主張である。
イ　抗　弁

A　意思表示に瑕疵がある場合

売買契約は交わしているものの、被告の意思表示に何らかの瑕疵（民法93

条以下）があるため無効または取消しがなされたとの主張が抗弁として考え

られる。
B　所有権移転に関する特約

実務上、不動産の売買契約には、所有権の移転は、代金全額の支払いと同

時にする旨の特約が付されている場合が多い。この場合、当該特約の存在お

よび代金の未払いが抗弁となる。

①　本件売買契約において、所有権移転登記は、代金全額の支払いと同時

にする旨の特約が付されていること

②　代金の全額の支払いは未了であること

⑹　記載例

訴状（【記載例1－1】）、証拠説明書（【記載例1－2】）、答弁書（【記載例1

－3】）の記載例は、それぞれ次のとおりである。



執筆者紹介

309

●執筆者紹介●

� （執筆順）

加藤　新太郎（かとう・しんたろう）

略　歴　昭和25年生。博士（法学・名古屋大学）。司法修習生（27期）、昭和50年裁
判官任官（東京、名古屋、大阪、釧路に勤務）、司法研修所教官（民事裁判担
当）、司法研修所事務局長、東京地方裁判所判事（部総括）、司法研修所上席教官
（裁判官研修担当）、新潟・水戸地方裁判所長、東京高等裁判所判事（部総括）を
経て、平成27年依願退官。同年中央大学大学院法務研究科教授、弁護士登録（ア
ンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問）、現在に至る。
著書等　『民事事実認定論』（弘文堂・平成26年）、『弁護士役割論〔新版〕』（弘文
堂・平成12年）、『コモンベーシック　弁護士倫理』（有斐閣・平成18年）、『手続
裁量論』（弘文堂・平成 8年）、『司法書士の専門家責任』（弘文堂・平成25年）、
『条解　民事訴訟法〔第 2版〕』（共著、弘文堂・平成23年）、『リーガル・コミュ
ニケーション』（編著、弘文堂・平成14年）、『リーガル・ネゴシエーション』（編
著、弘文堂・平成16年）、『手続裁量とその規律』（共編著、有斐閣・平成16年）、
『民事訴訟法の論争』（共著、有斐閣・平成19年）、『民事事実認定と立証活動Ⅰ・
Ⅱ』（編著、判例タイムズ社・平成21年）、『簡裁民事事件の考え方と実務〔第 4
版〕』（編著、民事法研究会・平成23年）、『実践NAVI 司法書士の法律相談』（編
著、第一法規・平成25年）、『民事尋問技術〔第 4版〕』（編著、ぎょうせい・平成
28年）、『これからの民事実務と理論』（共編著、民事法研究会・平成31年）、『民
事訴訟実務の基礎〔第 4版〕』（編著、弘文堂・平成31年）、『要件事実の考え方と
実務〔第 4版〕』（編著、民事法研究会・令和元年）ほか

谷　　嘉浩（たに・よしひろ）

略　歴　平成13年司法書士登録（大阪司法書士会）、日本司法書士会連合会執務問
題検討委員会副委員長（現職）、同紛争解決支援推進対策部本人訴訟支援ワーキ
ングチーム座長（～平成31年）、同紛争解決支援推進対策部民事裁判 IT 化対応
ワーキングチーム委員（現職）、大阪司法書士会副会長（現職）、関西大学法学部
非常勤講師（現職）ほか
著書等　『新・司法書士始末記』（共著、日本評論社・平成26年）、『建物明渡事件の



執筆者紹介

310

実務と書式〔第 2版〕』（共著、民事法研究会・平成27年）、『司法書士裁判実務大
系　第 1巻［職務編］』（共著、民事法研究会・平成29年）、『再考　司法書士の訴
訟実務』（共著、民事法研究会・平成31年）、『裁判 IT 化がわかる！』（共著、中
央経済社・令和 2年）ほか

梅垣　晃一（うめがき・こういち）

略　歴　平成17年司法書士登録（鹿児島県司法書士会）、日本司法書士会連合会労
働問題対応委員会副委員長（現職）、公益社団法人成年後見センター・リーガル
サポート鹿児島支部支部長（現職）ほか
著書等　『労働紛争対応の手引』（共著、青林書院・平成24年）、『離婚調停・遺産分
割調停の実務』（共著、民事法研究会・平成27年）、『時効取得の裁判と登記』（共
著、民事法研究会・平成27年）、『詳解　遺産分割の理論と実務』（共著、民事法
研究会・平成28年）ほか

仲野　知樹（なかの・ともき）

略　歴　平成14年司法書士登録（埼玉司法書士会）、賃貸住宅トラブル埼玉ネット
ワーク幹事（現職）、賃貸住宅トラブル全国ネットワーク幹事（現職）、特定適格
消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会検討委員会委員・理
事（現職）、日本司法書士会連合会紛争解決支援推進対策部民事事件WT座長
（現職）、同民事法改正対策部部委員（現職）、埼玉司法書士会消費者問題委員会
副委員長（現職）ほか
著書等　『債権回収ものがたり』（共著、中央経済社・令和元年）、『Q&A敷金・更
新料訴訟の実務』（共著、大阪弁護士協同組合・平成19年）、「簡裁訴訟代理事件
の控訴・移送における当事者本人の利益保護」市民と法75号（平成24年）29頁以
下、「動産執行のすすめ」月報司法書士537号（平成28年）11頁以下、「改正民事
執行法と司法書士実務⑵養育費回収の視点から」月報司法書士577号（令和 2年）
62頁以下ほか



執筆者紹介

311

塩﨑　博一（しおざき・ひろかず）

略　歴　平成16年司法書士登録（神奈川県司法書士会）、日本司法書士会連合会紛
争解決支援推進対策部本人訴訟支援ワーキングチーム委員（～平成31年）、神奈
川県司法書士会総務部理事兼次長（現職）、同横浜中支部副支部長（現職）、同裁
判事件受託推進委員会委員（現職）ほか

伊藤　文秀（いとう・ふみひで）

略　歴　平成12年司法書士登録（東京司法書士会）、日本司法書士会連合会裁判事
務研究委員会委員長（～平成21年）、東京司法書士会調停センター事務長（～平
成29年）、日本司法書士会連合会裁判事務推進委員会副委員長（～平成25年）
著書等　『労働紛争対応の手引』（共著、青林書院・平成24年）、『EAP で会社が変
わる！』（共著、税務研究会出版局・平成17年）、『公益法人・一般法人の登記』
（全国公益法人協会・平成29年）、「司法書士による労働事件の実務」市民と法102
号（平成28年）64頁以下ほか

上杉　直之（うえすぎ・なおゆき）

略　歴　平成15年司法書士登録（兵庫県司法書士会、平成22年神奈川県司法書士会
へ転属）、神奈川県司法書士会理事（～平成29年）、神奈川大学法学部非常勤講師
（現職）、国土交通省国土交通政策研究所「所有者不明空き家に関する研究・交流
会」委員（～平成31年）ほか
著書等　『あなたにもできる敷金トラブル解決法』（共著、現代人文社・平成18
年）、『マンションのトラブル解決法』（共著、ダイエックス出版・平成24年）、
『「起業」の 2文字が頭に浮かんだ人へ』（共著、ダイエックス出版・平成25年）
ほか



司法書士裁判実務大系　第２巻　［民事編］
令和 2 年 8 月23日　第 1 刷発行

編　者　　日本司法書士会連合会
発　行　　株式会社　民事法研究会
印　刷　　藤原印刷株式会社

落丁・乱丁はおとりかえします。
カバーデザイン：関野美香

ISBN978-4-86556-377-1　C3032　￥3400E

〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿3-7-16
　　　　　　〔営業〕TEL　03（5798）7257　FAX　03（5798）7258
　　　　　　〔編集〕TEL　03（5798）7277　FAX　03（5798）7278
　　　　http://www.minjiho.com/　　 info@minjiho.com

発行所　株式会社　民事法研究会

定価　本体3,400円＋税


	はしがき
	第２巻［民事編］本文P78-80
	執筆者紹介
	奥付
	空白ページ



