
第�版 はしがき

初版を上梓した2008年から13年という長年月が経過しています。そして、

2017年�月には本書の姉妹書という位置付けの『紛争類型別 事実認定の考

え方と実務』を上梓し、2020年�月にはその第�版を上梓しました。また、

この間、民法（債権関係）改正および民法等（相続法）改正が実現し、いず

れもすでに施行されています。

幸いにも、本書は、裁判官、弁護士、司法書士等としてすでに民事紛争を

解決するための実務に携わっている方々のみならず、司法修習生、法科大学

院生、法学部生といったこれからその列に加わろうとしている方々の支持を

得て刷を重ねてきました。

事実認定に関する基礎的諸問題の検討が本書の主要な守備範囲ですが、今

回の改訂にあたり、現代における重要性と読者にとっての読みやすさを勘案

して、初版では取り上げなかった幾つかの論点を取り上げ、初版における論

点の位置づけを変更するなどの工夫を施しました。

そのような論点の項目は、以下のとおりです。第�章Ⅴとして「当事者の

事案解明義務」を新設、初版の第�章第�節Ⅹから第�章Ⅻに「法律行為の

解釈と事実認定」を移動、第�章第�節Ⅷ�として「第一段の推定が覆らな

い場合」を新設、第�章第�節Ⅹとして「検証物としての文書による事実認

定」を新設、第�章第�節Ⅰ�として「反対尋問の重要性」を新設、第�章

として「損害または損害額の認定」を新設。

現在、わが国では「裁判手続の IT 化」を�段階のステップを経て実現す

ることを予定しており、その第�段階が開始されました。これが民事訴訟

──中でも、主張・立証の実際と事実認定──に一定程度のインパクトを及

ぼすことは容易に想定することができます。しかし、本書の検討している問

題が意味のないものになることはなく、むしろ、「裁判手続の IT 化」のコ

ンテクストにおいて繰り返し問われることになり、その重要性が高まるもの
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と考えられます。

冒頭掲記の姉妹書の第�版はしがきに記しましたように、本書とその姉妹

書は、当事者または訴訟代理人による主張・立証と事実審裁判官による事実

認定とを、法律実務家の勘に頼ったエピソードとしての「どんぶり勘定」の

世界から、論理と経験則とを複合的に組み合わせた「可視化された」世界へ

と解放しようとする筆者なりの試みです。

読者の皆様が、本書によって、民事訴訟における主張・立証と事実認定の

動態を追体験することによって、主張・立証と事実認定とにさらなる工夫を

され、そのレベルがもう�段向上する一助になることを願っています。

最後に、本書第�版の刊行にご尽力いただいた民事法研究会の竹島雅人氏

に深甚なる感謝の意を表します。

2021年�月

新型コロナウイルスによるパンデミックのさなかで

田 中 豊
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は し が き

民事裁判において解決を迫られる問題は、「法律問題」と「事実問題」と

に大別することができます。法律問題とは法令の解釈適用をめぐる争点をい

い、事実問題とは過去の事実の存否をめぐる争点をいいます。法律問題と事

実問題とを区別する実益は、主に、法律問題については上告理由とすること

ができる（ただし、法律問題でありさえすればどのようなものでも上告理由とな

るというわけではありません）のに対し、事実問題については上告理由とする

ことができないというところにあります（民訴312条、318条参照）。そこで、

上告審は法律審とよばれます。

事実問題を上告理由とすることができないということは、民事裁判におい

て事実問題が重要でないことを意味するものではありません。民事裁判の結

論は、「確定された事実」に法令を適用することによって導かれますから、

その基本である「事実の確定」がいい加減なために、民事裁判の利用者であ

る市民の信頼を得られないようでは、司法に対する信頼自体が揺らぐことに

なります。誤った判断がされた場合、事実問題は、上告理由とすることがで

きないため、法律問題よりもその誤りが修正される機会が少なくて表面に出

にくく、当事者は泣き寝入りを余儀なくされるという深刻な事態に至ります。

そして、民事裁判における事実の認定は、本書に説明するように、裁判官

が当該事件の審理に現れた資料を基に自由な判断で心証を形成することを認

める「自由心証主義」によってされるうえ、判決書上に心証形成の過程の詳

細が明らかにされることが少ないこともあって、第三者による客観的な批判

や論評がなかなか難しい実情にあります。

また、事実認定に関する論稿は、これまで、事実認定権を有する裁判官を

読者として想定し、裁判官が正確な事実認定をするために注意すべきことと

いった観点から語られるものが多いのですが、著者は、自らの21年間の裁判

官経験および12年間の弁護士経験に照らしてみて、正しい事実認定も誤った
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事実認定も基本的には当事者による主張・立証活動の質と量とを反映させた

ものであるとの思いを深くしています。すなわち、判決中での誤った事実認

定は、当事者の主張・立証活動の失敗作という側面もあるのです。本書では、

裁判官を正しい事実認定に導くために当事者またはその訴訟代理人として心

すべきことという観点をも常に念頭において話を進めたいと考えています。

なお、本書の脱稿後、司法研修所編『民事訴訟における事実認定』（法曹会、

2007）が刊行されました。本書においては引用をしていませんが、参照され

るべき文献として挙げておきます。

本書は、月報司法書士2006年�月号から2007年�月号まで�年余にわたっ

て連載した「《講座》民事裁判における事実認定」と題する原稿に大幅に加

筆してできあがったものです。ですから、第一次的に想定された読者は簡易

裁判所で訴訟代理人の活動をする司法書士の方々であったのですが、著者が

2004年の法科大学院の開設以降、法律実務家を目指す学生の教育にも携わっ

てきたこともあり、自らが事実認定という仕事に再入門するという場面設定

をし、事実認定という仕事のエッセンスないし枠組みをデッサンするという

目標を立てて執筆することにしました。

執筆の方針を整理しますと、以下のとおりです。

① 実体法上・手続法上の用語ないし道具概念を抽象的に説明するのでは

なく、それらが現代のわが国で日常的に生起する実際の紛争の解決プロ

セスにおいてどのように機能しているのかに焦点をあてる。そこで、素

材とする事例は、めずらしいがゆえに興味深いものでなく、ありふれて

はいるが興味深いもの（すなわち、民事裁判に種々の立場から携わる方々

にとって裨益するところの大きいもの）を選択する。

② 事実に関する争点の解明作業（これを、当事者またはその訴訟代理人の

観点からすれば立証という作業、裁判官の観点からすれば認定という作業）

を動態として理解するために、事実に関する争点を主張・立証責任の分

配を前提とした要件事実論によって分析し、当該争点を訴訟の全体構造
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の中に明確に位置づけて論ずる。その際、実体法または手続法上、基礎

的な議論が存する場合には、必要な範囲でそれらに言及する。

③ 取り上げた事例における分析・検討をその事例限りのものとして記憶

するというのでは大した意味がないので、取り上げた事例における分

析・検討が射程の長いレッスンになるように、事実に関する争点の解明

が、経験則に導かれて、主要事実レベル→間接事実レベル→再間接事実

レベルというように構造的にされるべきものであることを明確にする。

本書は、まず、民事裁判における事実認定の前提を成す約束事の大枠（い

わゆる総論）を整理したうえで、次に、事実認定ないし立証の実践において

問題になる個別の論点（いわゆる各論）を検討しています。ただし、本書の

目的は、総論であれ各論であれ、民事裁判における事実認定の実際を動態と

して理解するところにありますから、総論と各論とは必要に応じて往き来す

ることになります。本書が民事裁判にかかわる多くの方々──実務家や研究

者はもとよりそれを目指して研鑽に励んでいる司法修習生や法科大学院生

──に、�つでも新しい視点を提供することができ、なにがしかの参考にな

ることを期待しています。

なお、本書は、かなりの数の最高裁判例と下級審裁判例を取り上げており、

その評価にわたる論述をしていますが、当然のことながら、それらはみな筆

者個人の意見であることをお断りしておきます。

最後に、本書執筆のきっかけをいただいた日本司法書士会連合会の各位、

一本にまとめることをすすめられ、本書の刊行にご尽力いただいた民事法研

究会の各位に深甚な感謝の意を表します。

平成20年�月吉日

田 中 豊
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Ⅰ 「事実の認定」とは

訴訟における事実認定は、民事訴訟におけるものであれ刑事訴訟における

ものであれ、原則として過去に生起した出来事について、仮説を立てて、そ

の仮説が真実であることを一定の資料によって推論することをいいます。

すなわち、訴訟上問題とされ裁判官による認定の対象となる事実は、原則

として、現在進行形の事実ではなく、過去完了形の事実すなわち歴史的事実

であるということになります
1

。そこで、訴訟における事実認定という作業は、

眼前の事実を認識する場合に比較して、推論という精神的作業の占める割合

が大きくなります。しかし、この点に着目して、事実認定における創造作業

性を過度に強調するのは、過去に生起した出来事の真実の探求という事実認

定の基本から逸脱することにつながり危険であるばかりか、裁判の実際から

も遊離するものであり、相当とは思われません
2

。また、これまでは、事実認

定について議論する場合、「過失」や「正当理由」といったいわゆる規範的

要件の存否の判断をもいっしょにしていることがしばしばあり、それが事実

認定の性質をめぐる議論を混乱させる一因になっているように思われます。

事実認定の創造性が語られるときには、論者がどのような争点の認定または

判断について、どのような場面を想定して議論しているのかを吟味すること

がまずもって必要です。

第�章 事実認定の前提を成す原理

2

1 「原則として」というのは、法が事実審の口頭弁論終結時（「現在」とは、この時点を意味しま

す）に存在する事実をもって権利の発生原因事実とする場合があるからです。例えば、土地の所

有者Xがその占有者Yに対して所有権に基づく返還請求権を行使して土地の明渡しを求める場

合には、「Yが現在土地を占有している」という事実を主張・立証することが必要になります。

2 事実認定の性質をめぐる議論については、伊藤滋夫『事実認定の基礎（補訂）』（有斐閣・2000

年）246頁以下を参照。



Ⅱ 「事実の確定」と「事実の認定」

� 弁論主義とは

次に、民事訴訟における事実認定の約束事ないし特徴をみておくことにし

ます。現在のわが国の民事訴訟は、「弁論主義」という原理・原則に基づい

て運営されています。これが事実認定に関する諸問題を検討する際の基本中

の基本ということになります。

弁論主義は、判決の基礎となる「事実の確定」のために必要な資料の提出

を当事者の権能であり責任であるとする考え方をいいます。すなわち、弁論

主義は、民事訴訟における裁判所と当事者との間の役割分担についての基本

的な考え方です。これは、紛争の対象である私権自体が当事者によって自由

に処分されるものであるから、私権に関する紛争の解決手続も当事者の意思

を尊重したものとすることが望ましいという思想に裏付けられたものという

ことができます。このような思想は当然のことながら歴史的な所産というこ

とができますし、現在のわが国の民事訴訟が弁論主義に基づく制度設計と運

用とがされているのは、真実の探求という目的のために合理的なものである

という経験に基づく合意が成立しているからです
3

。

� 弁論主義の具体的内容

弁論主義は、具体的には、次の�つの内容を包含するものと理解されてい

ます。第�は、当事者が口頭弁論において陳述した主要事実のみを判決の基

礎とすることができるという規律（これを裏からいうと、当事者によって弁論

に提出されなかった主要事実を判決の基礎とすることができないという規律）で

Ⅱ 「事実の確定」と「事実の認定」

3

3 弁論主義の根拠についての説明の仕方の相違については、差し当たり、長谷部由起子『民事訴

訟法〔第�版〕』（岩波書店・2020年）21〜23頁を参照。



す。

第�は、当事者間に争いのない主要事実はそのまま判決の基礎としなけれ

ばならないという規律です。

第�は、事実認定に供される証拠は原則として当事者が申請したものでな

ければならないという規律（これを裏からいうと、原則として裁判所が職権で

証拠調べをすることができないという規律）です
4

。

� 裁判所の認定が許される事実

弁論主義の内容を成す第�の規律は、民事訴訟法（本書においては、以下

「民訴法」と略す）179条が「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著

な事実は、証明することを要しない」という文言をもって規定しています。

この文言自体は、自白の成立した事実について証明責任を負う当事者が証明

の必要から解放されることを規定するものです。

しかし、自白の効果は、それにとどまるものではなく、自白の成立した事

実については裁判所がそれをそのまま判決の基礎としなければならないとい

う裁判所に対する拘束力を有するものと考えられています。すなわち、当事

者の自白は、裁判所から事実認定権を剥奪するという効果を有するのです。

また、自白をした当事者も自白に拘束され、その後自由に自白を撤回するこ

とはできないとされています
5

。

そこで、裁判所および当事者に対する拘束力を有する自白とはどのような

範囲の事実について成立するのかが問題になります。現在の判例は、主要事

実の自白のみに拘束力を認め、それ以外の事実──すなわち、間接事実と補

助事実──の自白には拘束力を認めないという立場をとっています
6

。

第�章 事実認定の前提を成す原理

4

4 この原則に対する例外として、職権による調査嘱託（民訴法186条）、当事者尋問（同法207条

�項）等限られたものが許されています。

5 自白の撤回が許される場合について、最一小判昭和36・10・5民集15巻�号2271頁、最二小判

昭和33・3・7民集12巻�号469頁、最三小判昭和25・7・11民集�巻�号316頁、大判大正11・2・

2民集�巻52頁を参照。



� 裁判所から事実認定権を剥奪することのない自白

──間接事実の自白──

⑴ はじめに

間接事実の自白には裁判所および当事者に対する拘束力を認めないという

のが現在の判例の立場であると述べましたが、自白された事実についての裁

判所の事実認定権の有無を決する主要事実と間接事実との区別は必ずしも容

易なものではありません。

そこで、最一小判昭和41・9・22民集20巻�号1392頁（間接事実の自白は、

裁判所を拘束しないことはもちろん、自白した当事者をも拘束するものではない

という立場を明らかにした判例）の事案に即して、主要事実と間接事実との区

別を検討してみましょう
7

。抽象的な論理をそのまま記憶するよりも、具体的

事案の処理を通してそれぞれの論理がどのように働くのかを理解するほうが、

より立体的で実践的な知識として身に付くものと思われます。

⑵ 事案の概要

最一小判昭和41・9・22の事案の概要は、次のようなものです。

               

① Xは、Yに対し、「Xの父AがYに対して合計30万円を貸し渡し、

その弁済期は到来していたところ、Xが Aの権利義務を相続により

承継した」と主張して、貸金30万円の返還を求めた。

② Y は、A と Y との間の本件貸金契約の成立は認めたが、「A は B

から本件建物を代金70万円で買い受け、代金の内金20万円を契約時に

現金で支払い、内金20万円を�週間後払とした。代金の残金30万円に

ついて、代金決済の方法として Aの Yに対する本件貸金債権30万円

Ⅱ 「事実の確定」と「事実の認定」

5

6 間接事実について最一小判昭和41・9・22民集20巻�号1392頁を、補助事実について最二小判

昭和52・4・15民集31巻�号371頁を参照。

7 要件事実および主要事実の概念については、民事訴訟における要件事実・�頁以下を参照。



なければならない基本的技法であると位置づけたため、あえて傍論において

説示し、民集の判示事項・判決要旨として抽出し摘示したものと思われます。

ここに、最高裁の発するメッセージを感得することができます。

Ⅵ 当事者主義と職権主義

� はじめに

わが国の民事訴訟について、すでに、①「弁論主義」という原理・原則に

基づいて運営されていること、②弁論主義は、判決の基礎となる「事実の確

定」のために必要な資料の提出を当事者の権能であり責任であるとする考え

方であって、民事訴訟における当事者と裁判所との間の役割分担についての

基本原理であること、について触れました
31

。

民事訴訟は、当事者（原告と被告の�当事者が対峙するというのが基本型です。

当事者の数が増えてもう少し複雑な形をとることもありますが、差し当たりは�

当事者が対峙する基本型を念頭におくことにしましょう）と裁判所との協働によ

って運営されるのですが、広く民事裁判といいますと、民事「訴訟」の外に

家事審判手続等の「非訟」を含み、また、民事訴訟についてみても、いわゆ

る「通常訴訟」のほかに「人事訴訟」や「行政訴訟」といったいわゆる「特

別訴訟」を含むことになります。

弁論主義はこれらのうちの通常訴訟に適用される原理であり、特別訴訟は

これとは異なった原則によって運営されています。ここでは、婚姻事件・養

子縁組事件・親子関係事件といった基本的身分関係に関する紛争についての

特別訴訟である人事訴訟を例にして、通常訴訟との異同をみておくことにし

ましょう。

第�章 事実認定の前提を成す原理
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31 本章Ⅱ（�頁）を参照。



� 人事訴訟における職権探知主義の採用

弁論主義は、紛争の対象である私権自体が当事者によって自由に処分され

るものであるから、私権に関する解決手続も当事者の意思を尊重したものと

することが望ましいという思想に裏付けられています
32

。しかし、上記�に挙

げた基本的身分関係がわが国の社会秩序の根幹を成すものであることを反映

して、その解決手続については、①当事者に完全に自由な処分権を認めるわ

けにいかない、②その解決内容が実体的真実に合致していることが強く要請

される、③当事者間における個別的解決では足りず、対世的に画一的に解決

される必要がある、などの特質が指摘されています
33

。

①の点は処分権主義に対する特則として現れ、②の点は弁論主義に対する

特則として現れます。③の点は、判決の効力の問題です。

ここでは、事実認定との関係から、②の点につき、人事訴訟において弁論

主義の内容を成す�つの規律がどのように変容させられているかを�つずつ

みてみることにしましょう。

当事者が口頭弁論において陳述した主要事実のみを判決の基礎とすること

ができるという弁論主義の第�の規律および事実認定に供される証拠は原則

として当事者が申請したものでなければならないという弁論主義の第�の規

律についてみますと、人事訴訟法20条は、「人事訴訟においては、裁判所は、

当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることがで

きる」と規定して、弁論主義の第�および第�の規律が人事訴訟に適用され

ないことを明らかにしています。また、同法19条�項の規定は、当事者間に

争いのない主要事実はそのまま判決の基礎としなければならないという弁論

主義の第�の規律が人事訴訟に適用されないことを明らかにしています。

Ⅵ 当事者主義と職権主義
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32 本章Ⅱ（�頁）を参照。

33 大橋眞弓「通常訴訟と人事訴訟の審理原則」（青山善充＝伊藤眞編・民事訴訟法の争点〔第�

版〕）34頁を参照。



上記のとおり、人事訴訟法の規定の文言は、「裁判所は、当事者が主張し

ない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる」というも

のであって、裁判所の権限のみを規定しているようにみえます。しかし、こ

の規定は、必要のある場合には裁判所が職権で事実を探知する義務を負うこ

とをも含意するものと解されています
34

。このように裁判の基礎となる事実や

証拠の収集について裁判所が権限を有し責任を負うという原則を指して「職

権探知主義」とよびます。

原理・原則に着目してみますと、民事訴訟とよばれるものの中に、その審

理・判断について、弁論主義と職権探知主義という�つの異質な原理によっ

て運営されているものが並存しているかのような印象を受けますが、実際の

訴訟手続は、そのように異質なものとして存在しているわけではありません。

現実の事案に即してこのあたりを検討してみることにしましょう。

Ⅶ 人事訴訟における主張と立証

� 認知の訴えにおける父子関係の主張と立証

人事訴訟の中でも実際に提起されることの多い認知の訴えの事案（最一小

判昭和31・9・13民集10巻�号1135頁）から、職権探知主義が採用されている

人事訴訟での主張と立証の実際を検討してみることにしましょう。

Xは、Yに対し、「Xは、Yを父とし、Aを母とする子である」と主張し

て、認知の訴え（本件訴え）を提起しました。民法787条に規定する認知の

訴えは、法律上の父子関係の形成を求める形成の訴えです
35

。
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34 証拠法大系第�巻〔総論Ⅰ〕〔笠井正俊〕20頁を参照。

35 最二小判昭和29・4・30民集�巻�号861頁。なお、民法779条は、認知について父と母とを同

一に扱っていますが、最二小判昭和37・4・27民集16巻�号1247頁は、母とその非嫡出子との親

子関係は原則として母の認知を待たず、分tの事実によって当然に発生するとしました。



原審の確定した事実の概要は、以下のとおりです。

① Y は、昭和11年ころ Aと情交関係を生じ、その後約�年間�カ月

に�、�回の頻度で関係を継続していたものの、その後この関係は遠

のいていたが、昭和18年�月�日ころAと情交関係をもった。

② Aは、昭和18年�月ころ妊娠し、分t予定日の同年�月30日に X

を分tした。

③ 受胎可能期間は、昭和18年�月�日ころから同月10日ころまでの間

である。

④ ABO 式、MN式、Q 式、S 式、E 式、Rh式、V 式の各種血液型の

検査および血清中の凝血素価と凝集素の分析結果からすると、Y と

Xとの間に父子関係があっても矛盾しない。

⑤ Y は、Aから、昭和18年�月ころ、妊娠したことを告げられ、そ

の後分tまでの間、数回にわたって Aを訪ねた。

⑥ Y は、X の出生後、X を見て自分の子ではないと言ったことはな

く、X を抱擁しむつきを取り替えるなど父親としての愛情を示した

ことがあるばかりか、分t費および生活費の一部を負担した。

⑦ Y は、年少時代からの知り合いであった Aの姉に対し、Aの妊娠

につき男として責任をもつと言明したことがある。

⑧ 指紋検査によると、X と Aとの間には極めて類似点が多いが、X

と Y との間には類似点が少なく、Yは十指とも渦状紋であるのに、

Xは左手の環指と小指に渦状紋があるのみでかなりの相違がある。

⑨ 掌紋検査によると、Y は�型、X は�型であって、主線の走り方

もほとんど異なっている。

⑩ 人類学的考察によると、Xと Aとの間には31点の分類比較のうち

26点において同一の所見を呈するのに対し、Xと Yとの間の相似点

は10点に達しない。
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⑪ Aは、数え年18歳のとき以来バーの女給として勤めてきた者で結

婚の経験はなく、昭和�年ころ Y から紹介された者と肉体関係をも

ったことがあり、昭和12年にも同人と関係をもったことから妊娠し、

呼吸器疾患の理由で堕胎手術を受けたことがある。

� 原審の判断

原審（大阪高判昭和29・7・3下民集�巻�号1036頁）は、鑑定の結果によっ

て認められる上記�⑧ないし⑩の事実によると、Xと Yとの間に父子関係

が存在するとは考えがたく、これに Aの経歴に関する⑪の事実を併せ考慮

すると、同①ないし⑦の事実関係を総合しても、Xが Yの子であることを

認定するに不十分であると判断し、Xの請求を認容した第一審判決（神戸地

判民集10巻�号1143頁）を破棄して、Xの請求を棄却しました。

なお、平成16年�月�日に施行された人事訴訟法の改正により、人事訴訟

は家庭裁判所の専属管轄とされました。

� 最高裁の判断

最高裁は、大要以下のとおり判示し、原判決を破棄し、事件を原審に差し

戻しました。

○ⅰ 認知請求の訴えにおいて、原告は自己が被告の子であるとの事実に

つき、立証責任を負う。

○ⅱ 上記�①ないし⑦の事実関係によれば、Xが Y の子であることを

推認するに難くないのであって、他にこの推認を妨げるべき別段の事

情の存しない限り、Xが Yの子であるとの事実は証明されたものと

いわざるを得ない。

○ⅲ Aの経歴に関する上記�⑪の事実は、AがXを受胎した当時Y以
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32





第�節 文書（契約書）による事実認定

Ⅰ はじめに

当事者間に争いのある事実と争いのない事実との区別がされる（この手続

を争点整理または争点形成といいます）と、争点となっている事実の存否につ

いて裁判官が心証を形成するために証拠調べが実施されます。民事訴訟の実

務において証拠調べの中心になっているのは、書証と人証です。

「人証」は、証人の証言、当事者の陳述または鑑定人の陳述を聴取して、

そこで述べられた意味内容を証拠資料とするための証拠調べをいいます
1

。

「書証」という用語は、民事訴訟法上、文書を閲読して、その作成者によ

って記載された意味内容を証拠資料とするための証拠調べという意味で使わ

れています
2

。しかし、民事訴訟実務上、証拠調べの対象となる文書自体を指

して使われることがしばしばあります
3

。本書では、証拠調べとしての「書

証」と書証の対象となる「文書」とをできるだけ区別して用いることとしま

すが、裁判例の紹介などとの関係で上記の慣用例によることもあることを了

解しておいてください。

民事訴訟の実務において、最重要の証拠方法が文書であることは、これま

でも繰り返し述べられています
4

。それは、基本的に、証人の証言や当事者の
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1 民訴法第�章「証拠」の第�節「証人尋問」、第�節「当事者尋問」、第�節「鑑定」を参照。

2 民訴法219条は、「書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを

申し立ててしなければならない」と規定して、「書証」を証拠調べの意味で使用し、証拠調べの

対象とする「文書」と明確に区別しています。

3 民事訴訟規則55条�項は、「証拠となるべき文書の写し（以下「書証の写し」という。）」と規

定して、このような実務における慣用を追認しています。

4 今中道信「事実認定について」司法研修所論集76巻31頁、村重慶一「民事裁判における事実認

定論」（『木川統一郎博士古希祝賀論集・民事裁判の充実と促進（中巻）』）236頁、加藤新太郎

「文書成立の真正の認定」『中野貞一郎先生古希祝賀・判例民事訴訟法の理論（上）』（有斐閣・

1995年）575頁等数多くの論稿があります。



陳述に比較して、紛争の起きる前のそれぞれの時点においてかつ通常のビジ

ネスの過程または当事者間の交渉過程で作成されたものであって
5

、その内容

が固定されていて、物的証拠としての性格が強いところに由来しています。

ですから、実務上、証人尋問や当事者尋問の実施に先立って、当該証人や当

事者の作成した「陳述書」が提出される取扱いが一般的になっていますが、

このような陳述書の類は、ここで検討対象にしようとしている文書とは性格

が大きく異なります。

Ⅱ 処分証書と報告文書

民事裁判における証拠方法として文書を検討するにあたっては、処分証書

と報告文書の区別を理解しておく必要があります。処分証書とは意思表示な

いし法律行為が記載されている文書をいい、報告文書とは見聞した事実や感

想・判断等が記載されている文書をいいます
6

。

処分証書を、意思表示ないし法律行為が「行われた文書」とする定義も見

受けられます
7

。しかし、この定義によりますと、例えば、�つの売買契約に

ついて本来の売買契約書以外に税務用の契約書と登記手続用の契約書とを作

成したといった場合、後者の二者の契約書は処分証書に当たらないというこ

とになり、ある�つの文書が処分証書であるかどうかがその記載の外形から

は決することができないということになります。意思表示の成立には、内心

の効果意思および表示意思のいずれもが不可欠ではなく、表示行為から推断

される効果意思をもって意思表示は「成立」すると考え、そのうえで、意思

表示の「効力」（錯誤・虚偽表示・詐欺・強迫等）を検討するという表示主義

の立場をわが国の民法が採用していると理解する立場
8

に立つのであれば、前

Ⅱ 処分証書と報告文書
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5 英米の証拠法では、このような証拠方法を一般に“contemporaneous evidence”と、このよう

な文書を“contemporaneous documents”とよび、実務上高い証拠価値を認めています。

6 菊井維大＝村松俊夫『全訂民事訴訟法Ⅱ』（日本評論社・1989年）595頁を参照。

7 岩松＝兼子・269頁を参照。



者の定義によるのが整合的であると思われます。

いずれにしても、私文書である処分証書の例としては、手形・小切手、遺

言書、解約通知書、契約書等を挙げることができますし、私文書である報告

文書の例としては、商業帳簿、領収書、手紙、日記、陳述書等を挙げること

ができます。民事訴訟における証拠として提出されることの多い登記事項証

明書、戸籍謄本は公文書である報告文書に分類されます。

Ⅲ 証拠能力と証拠力

� 証拠能力とは

証拠能力とは、証拠方法として使用され得る適格性をいいますが、わが国

の民事訴訟法上、原則として証拠能力の制限はなく、あらゆる人、物を証拠

とすることができると解されています
9

。したがって、伝聞証言も証拠能力が

あります
10

し、訴えの提起後に挙証者自身が作成した文書であっても証拠能力

があります
11

。最近、無断録音テープ（ないしその反訳書）の証拠能力が争わ

れることがありますが、著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的

自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって収集されたものに限って

証拠能力を否定する（すなわち、単に話者の同意を得ないで録音したテープ等に

ついては証拠能力を肯定する）という形で運用されています
12

。

しかし、筆者は、わが国の民事訴訟の実務においても、証拠能力について、

より厳格に運用すべき時期に至っていると考えています。この点については、
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8 意思表示の構造については、差し当たり四宮＝能見・225頁を参照。

9 民事裁判における例外としては、疎明のための証拠の即時性の要求（民訴法188条）、手形・小

切手訴訟または少額訴訟についての制限（民訴法352条、367条�項、371条）等があります。

10 最二小判昭和27・12・5 民集�巻11号117頁。

11 最二小判昭和24・2・1民集�巻�号21頁。

12 東京高判昭和52・7・15判時867号60頁。



本章第�節Ⅰ�（137頁）の「反対尋問の重要性」の項を参照してください。

� 証拠力とは

これに対し、証拠力とは、証拠調べをした証拠資料が要証事実の認定のた

めに役立つ程度のことをいいます。裁判官は、証拠調べをした証拠資料の証

拠力を評価し、口頭弁論に現れた一切の状況を考慮に入れて、要証事実の存

否について判断をします。そして、証拠力の評価については、原則として、

裁判官の自由な判断に任されており（民訴法247条）、これを自由心証主義と

よんでいます。

このように、わが国の民事裁判においては、証拠能力のない文書は原則と

して存在せず、すべて証拠力の程度の問題に帰着することになります。

Ⅳ 形式的証拠力と実質的証拠力

� 形式的証拠力とは

書証は、文書を閲読して、その作成者によって記載された意味内容を証拠

資料とする証拠調べですから、その証拠力の評価は、まず、挙証者がその文

書の作成者であると主張する者の意思に基づいて作成されたものであること

を確かめる必要があります。民訴法228条�項は、「文書は、その成立が真正

であることを証明しなければならない」と規定して、この点を明らかにして

います。ある文書が挙証者の主張する者の意思に基づいて作成されたもので

ある場合、「文書が真正に成立した」といいます。その上で、文書の記載内

容がその者の思想の表現である場合、「文書に形式的証拠力がある」といい

ます
13

。

なお、ある者の意思に基づいて作成されたことが必要なのであり、ある者

が実際に筆記したことが必要なのではありませんから、誤解のないようにし
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てください。

� 実質的証拠力とは

形式的証拠力が確認された場合に、次に検討すべき事項が、文書の記載内

容が要証事実の証明にどの程度役立つか。これを実質的証拠力といいます。

最三小判昭和25・2・28民集�巻�号75頁は、「書証の成立
14

を認めるという

ことはただ其書証の作成名義人が真実作成したもので偽造のものではないと

いうことを認めるだけで、その書証に書いてあることが客観的に真実である

という事実を認めることではない」と判示して、成立の真正ないし形式的証

拠力と実質的証拠力とを明確に区別しています。

Ⅴ 私文書の成立の真正についての「二段の推定」

� 民訴法228条�項の規定の趣旨

民訴法228条�項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があ

るときは、真正に成立したものと推定する」と規定しています。

この規定の趣旨は、その文言からは必ずしも明確ではないのですが、本人

またはその代理人の署名または押印のある私文書について、その署名または

押印が本人またはその代理人の意思に基づいてされたこと（署名・押印の成

立の真正）が確定したとき（当事者間に争いがないか、証拠によって証明された

とき）には、当該文書の記載全体が真正に成立したとの「推定」が働くとい
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13 最一小判昭和27・11・20民集�巻10号1004頁、新堂・583頁を参照。なお、この立場に対し、

「文書が真正に成立した」というために、挙証者の主張する者の意思に基づいて作成される必要

はなく、当該文書の作成者が裁判所によって確定されることで足りるとする見解もみられますが、

現在の民事裁判の実務がこの見解によっているということはできません。

14 本節Ⅰで説明したように、正しくは「文書の成立」というべきところを、最高裁もその判決文

中で「書証の成立」という慣用例によっていることがわかります。





Ⅰ はじめに

民事訴訟における事実認定の前提を成す原理・原則とはどういうものか、

そのような原理・原則にのっとってどのように事実を立証し認定するかの実

際を検討してきました。

これまでの検討を通じて、事実の立証や認定が、当該事件を追行している

当事者またはその訴訟代理人、当該事件を担当している裁判官の経験的直感

に依存した作業に尽きるものでなく、要件事実論を必須の道具として、当該

事件の法律論上および事実論上の問題を的確に分析し構造化して把握するこ

とによって初めて十全に達成することのできる論理的作業であることを理解

していただけたものと期待しています。

事実審裁判官がその担当する事件の判決書を作成するにあたって──すな

わち、自らのした審理の跡を振り返りつつ心証形成の過程を文書化するにあ

たって──、当該事件に含まれている問題点を上記のように的確に分析し構

造化して把握していて、それを的確に表現することができていれば、当該判

決は、法律上の問題点のみならず事実認定上の問題点についても、客観的な

批判や論評の対象とすることががかなりの程度に可能であろうと思われます。

当事者またはその訴訟代理人としては、裁判官を当該事件において誤らせ

ないようにするために、当該事件に含まれている問題点を同様に的確に分析

し構造化して把握したうえ、それを主張として正確に表現し、かつ的確に立

証しなければならないということになります。

以上を念頭において、事実審裁判官が事実認定の過程と結果とを判決書中

にどのように表現しているか、またはどのように表現すれば当事者またはそ

の訴訟代理人としてその内容を理解しやすいかといった観点から、判決書中

の事実認定についての表現方法を整理してみることにしましょう。これは、

当事者またはその訴訟代理人として、自らの主張を表現するのにも役立つで
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しょうし、リーガル・リサーチをしているときに自分の参照している判決文

の述べるところを正確に理解する「よすが」にもなることと思います。

Ⅱ 認定と判断、認定と確定

� 認定と判断

本書では、これまで、「認定」という用語を使用する場合は、「事実認定」

を意味するものとして用い、「判断」という用語を使用する場合は、「法律判

断」──すなわち、法令の解釈と適用についての判断──を意味するものと

して用いてきました
1

。

わが国の判決の中で、用語の使い方に最も注意を払っているのは最高裁判

決といってよいと思われますが、「認定」と「判断」という用語についても、

最高裁判決は基本的にこのような使い分けをしています。

そのような最高裁判決を挙げると枚挙に暇がないのですが、より具体的に

理解しておくという観点から、実際の最高裁判決の判決文のいくつかにあた

ってみましょう。

⑴ 最一小判昭和55・2・7 民集34巻�号123頁

最一小判昭和55・2・7 は、原判決が両当事者の主張しない所有権移転原

因事実を認定したことにつき弁論主義違反の違法があると判断した著名な判

例ですが
2

、その判決文は次のような構成になっています。

まず、原判決の認定と判断を以下のように要約しています。
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1 日常用語として「認定」と「判断」をこのように使い分けることが、一般に定着しているとは

いえません。例えば、日本経済新聞は、平成19年10月26日朝刊の記事中で「A裁判長は日経の

株式譲渡ルールの正当性を認定し、元社員の訴えを退けた」と報じています。ここでの「認定

し」を本文で説明している用語法で言い換え、その他の部分をそのまま生かして表現すると、

「株式譲渡ルールの正当性を肯定する旨の判断をし」となります。

2 最一小判昭和55・2・7 民集34巻�号123頁については、最判解民〔昭和55年度〕〔榎本恭博〕

79頁を参照。



原審は、証拠に基づいて、本件土地は乙が甲から買い受けて所有権を

取得したことを認定し、この点に関する Xらの主張を認めて Y1 の反対

主張を排斥したが、次いで、丙は乙から本件土地につき死因贈与を受け、

乙の死亡によって右土地の所有権を取得し、その後丙の死亡に伴い Y1

がこれを相続取得したものであると認定し、結局、右土地を乙から共同

相続をしたと主張する Xらの請求は理由がないと判示した。

最高裁は、当事者間に争いがあった（自白が成立しなかった）主要事実に

つき、事実審裁判所が証拠によって認定したものを、「証拠に基づいて、

……認定し」と表現しています。

［関係図］

売買（Xらの主張）

死因贈与契約？

相続

相続による共有登記手続請求

甲 乙

Xら丙
（夫）（妻）

Y1

売買（　の主張）？Y1

この判決文から、原判決が証拠によって認定した事実は、以下の、Xら

の所有権移転原因事実に係る請求原因事実である㋐㋑㋒㋓のうちの㋐、およ

び所有権喪失の抗弁の抗弁事実�であることがわかります。また、請求原因
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事実㋐についての Y1 の積極否認事実である「甲─丙 本件土地につき売買

契約締結」という主張を排斥したこともわかります。請求原因事実のうち㋑

㋒㋓の各事実（または権利）関係は、当事者間に争いがなかったということ

でしょう。

〈請求原因事実〉

㋐ 甲─乙 本件土地につき売買契約締結

㋑ 甲：本件土地もと所有

㋒ 乙：㋐の後に死亡

㋓ Xら：乙の相続人

〈抗弁事実〉

� 乙─丙 本件土地につき死因贈与契約締結

次に、原判決は、そのような事実の認定を前提とすると、本件土地を乙か

ら共同相続したことを Xらの所有権取得原因とする請求原因事実を認定す

るに由ないので、「結局、Xらの請求は理由がない」とする法律の適用判断

をしたのですが、最高裁は、この原判決の判示部分には「認定」の用語を使

わず、「判示した」と表現しています。

ところで、「判示」という用語は、事実の確定（認定を含む）か、法令の解

釈適用かを問わず、広く「判決文中の説示（説明）」をいうものですから、

法律の適用判断部分であることを明示するという観点からは、「判示した」

というよりも「判断した」という用語法のほうが望ましいということができ

ますが、広く使うことができて便利なことから、「判示した」と表現するこ

ともよくあります。いずれにしても、この判決文から、法令の解釈適用につ

いての判断に対して「認定」という用語をあてないという態度は、十分にみ

てとることができます。

そして、最高裁は、上記の判決文の後に、最高裁自身の判断を以下のよう
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に要約しています。

原審は、前記のとおり、Y1 が原審の口頭弁論において抗弁として主

張しない丙が乙から本件土地の死因贈与を受けたとの事実を認定し、し

たがって、Xらは右土地の所有権を相続によって取得することができ

ないとしてその請求を排斥しているのであって、右は明らかに弁論主義

に違反するものといわなければならない。

すなわち、最高裁は、当事者の誰もが主張しない抗弁事実�を証拠によっ

て認定するのは弁論主義の第	の規律
3

に反するとの法律判断を示したのです。

⑵ 最三小判平成12・3・14判時1708号106頁

弁論主義が適用されず職権探知主義が適用される人事訴訟においても、

「認定」と「判断」という用語法については相違がありません。これを、最

三小判平成12・3・14の判決文に沿って確認しておきましょう。

最三小判平成12・3・14は、まず、前提となる事実関係につき、以下のよ

うに「記録によって認められる事実関係」と表現して書き起こしています。

ここで、最高裁が通常民事訴訟事件におけるように、「原審の確定した事実

関係の概要は、次のとおりである」といった表現を用いなかったのは、職権

探知主義が最高裁の審理においても適用されることから、最高裁自身が記録

によって事実認定をしたことを示す表現をしているのです。

本件は、Xが、戸籍上同人の嫡出子とされている Yに対し、両者の

間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起した事案である。記録に

よって認められる事実関係の概要は、次のとおりである。

次に、原審のした法律判断（親子関係不存在の確認を求める訴えの適法性い

かんについての判断）につき、以下のように要約しています。
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3 弁論主義の第	の規律については、第	章Ⅱ（
頁）参照。



原審は、本件訴えの適法性につき次のとおり判断し、第一審判決を取

り消して事件を第一審に差し戻す旨の判決をした。

そのうえで、原審の判断に法令の解釈適用を誤った違法があるかどうかに

つき、以下のように最高裁自身の判断を説示しています。

しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、

次のとおりである。……

そうすると、本件訴えは不適法なものであるといわざるを得ず、これ

と異なる原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法

は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

� 認定と確定

前記	⑴の最一小判昭和55・2・7 の判決文からは、証拠によって認定し

た事実と自白が成立したために事実審裁判所の事実認定権が剝奪された事実

とを明確に区別していることも、理解することができます
4

。

最一小判昭和55・2・7 の摘示する前記	⑴㋐および�の事実中には、自

白が成立した事実は含まれていません。これに対し、自白が成立した事実と

証拠によって認定した事実とが混在していて、それら双方を指していう必要

がある場合には、「認定」という用語を使うわけにいかないので、双方を包

含するものとして「確定」という用語を使うことになります。

例えば、「原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである」などと

して、自白が成立した事実と証拠によって認定した事実とを、いずれである

かを一々区別せずに時系列に沿って整理して摘示することがよくあります。

また、前記	⑵の最三小判平成12・3・14の判決文の表現からは、自白に

Ⅱ 認定と判断、認定と確定
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4 事実の認定と確定については、第	章Ⅱ（
頁）参照。
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