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司法書士制度の未来を創る人々へ
――「はしがき」に代えて

　ざっと32年前のこと、かねてより知遇ある不動産法律セミナー誌（東京法

経学院刊）の編集長斉藤佳成さんから「司法士に関する単行本を書きません

か」と薦められた。私は、すっかり感激して引き受けかけたものの、タイト

ルを「司法書士に生きる」にするか、「司法書士を生きる」にするかどうか

でひと悶着おきた。

　斉藤編集長説は、「1872年創立の歴史と伝統を有する司法書士制度である。

その制度の下で資格職業をなさっている。司法書士に生きるが適正である」

とおっしゃる。

　大崎説は、「組織の一員になってわかったことですが、仕事の内実は、法

律家と呼ぶには、まだまだ未完成であり生成途上にある。そこで熟成をめざ

す制度とともに二人三脚らしく、一人前の司法書士をめざして生きたい」。

そんな御託を並べて私は、「司法書士を生きる」というタイトルにこだわっ

た。

　たかが「に」か「を」の一字違いながら、されど私は、不遜にも制度自体

を、法律家として、隣接の資格士族並みに完成しているとは、まだ認めたく

なかったのである。まして、私自身は、駆け出しの世間知らずで、資格者と

しては名ばかりのよちよち歩きを始めたばかりである。とても専門的知見を

有するとは自負できなかったのである。

　斉藤編集長は、謙虚一徹の新参者の言い分の正当性を認められ、本のタイ

トルは『司法書士を生きる』と決め、第 1 刷は1989年の歳末に発刊となり、

あちこちの書店に平積みされ、第 4 刷まで多くの若者の心をとらえることが

できたようだ。

　それから14年後、後任の小林秀顕編集長のもと、改正司法書士法施行日

（2003年 4 月 1 日）を機に『新・司法書士を生きる』を同社から出版してい

ただいた。私は、「これからの司法書士に問われるのは、憲法理念に裏打ち

された法律家魂をどう実践できるか、リーガルプロフェッションとしての職
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業倫理を如何に高揚させるかであると思います。これらを最大のテーマにし

て論じる時代が到来したのです」と生意気にも大言壮語したのだった。

　それから18年後のことである。

　司法書士制度創設からあしかけ150年。私は齢82歳を迎えた。職歴も半世

紀を数え、2020年 8 月 1 日に改正司法書士法第 1 条（使命）が施行された。

この日を節目に、私は司法書士の執務から身を引いて、けじめをつけた。

　私にとってこの使命規定の実現こそ、いつの日になるか、夢かうつつか幻

か、ひたすら職業の使命感を希って日々精励してきただけに、その職業アイ

デンティティの頂点に達したとも言い得る崇高な品位ある言葉に、欣喜雀躍

したからである。

〔改正司法書士法　第 1条〕
　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、

訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由

かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　この新しい理念である使命を担う自画像を画餅にしないために、これから

の司法書士の職責は、職業倫理をいっそう明確にし、これまで以上に持つ

者・持たざる者のそれぞれの権利の擁護に、寄り添う日常的実践課題は重く

かつ大きいものがあろうと考える。

　ざっと半世紀にわたり、司法書士制度とともに実際に司法書士を生きてき

たわが身を振り返り、負の遺産を清算し、数々のルーティン執務構造を改善

し、次世代に遺贈すべき到達目標を具体的に鮮明にすべきことは何か。そん

な一人称の希いをこめて、襟をただしてもらいたい。

　この私の身上を察知されたか、職業生活のスタート以来、現在まで厚誼を

いただいている畏友民事法研究会の田口信義さんから「大崎流にけじめ、節

目をつけられた今となっては、撤回はされまいが、半世紀もの執務を通じて、

もしも考え残しや言い残し、書き残し、話し残し、伝え残しがあるならば、

それらをしたためて、後進に遺贈されてはどうか」と薦められた。そのため

に「大崎さんのかん高い気質とロマンチシズムを形象化するためにふさわし
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い松下寿美子さんに編集チーフをお願いしましょう」とまでおっしゃった。

感激の極みである。

　半世紀もの間に たまりにたまったペーパー類を、いつ断捨離の廃棄処分

に付すかと戸惑っていた矢先のこと、他からアナログ的感性であると揶揄さ

れ、たぐい稀れなる書き虫症を自覚しながら、2020年の夏には無資格・無職

になった私は、一抹の寂寥感と追憶の想いのなかで再読し始めたのが、本書

にとじたペーパーの数倍もの資料等である。

　田口さんは、しがないエブリマン司法書士である私自身の素顔と、個人的

な執務のありのままの事実を分析されて、「断捨離にはちと早い。司法書士

制度の個人史上の一コマに位置づける値打ちがある」と認められたので、加

齢と病に臥せりながらアンチ断捨離派にもどって、燃え尽き症候群に溺れな

いファイトがまだ残っているうちに、我
が む し ゃ ら

武者羅に挑もうと試みたのが本書

『魅せられたる司法書士を生きて』である。

　これがまさに、私の職業人生のラストメッセージである。

2022年 4 月

 大　崎　晴　由

　本書の収録内容は掲載誌初出当時のため、現在の法令と異なる箇所や今で

は不適切とされる表現がございますが、当時のありのままの社会情勢をお伝

えするために、あえて残しております。
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回）から、特に本書にふさわしい話題を再収録した。
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❖ バインダー式登記簿の盲点をつく
　昭和50年代の初め、法務省のコンピュータ登記システムの研究開発がよう

やく本格化した時代のことである。その頃は、全国の登記所の登記簿はすべ

てバインダー式で、登記簿を閲覧するときは、バインダー式の登記簿を借り

て、指定された閲覧席で 1 枚 1 枚を繰りながら、表題部用紙で物理的状況を

把握し、甲区用紙で所有関係を、乙区用紙で担保権の有無を調べるという方

式であった。

　もちろん、登記用紙は登記所から持ち出しできない門外不出の重要な公簿

であるが、登記簿謄本の交付申請をしたときは、登記所職員がバインダーか

ら外して 1 枚ずつコピーをするわけだから、その取り外しは意外に簡単にで

きる仕組みであった。

　そのシステムを悪用して、登記官の監視のスキを狙って、登記用紙を取り

外して持ち去ろうというわけである。そんな大それたことをすれば、重罪に

処せられるのは当然なのに、大胆不敵にも悪業をはたらく輩が世の中にはい

るらしいということは聞いたことがあるものの、まさか私自身がそのような

事件に遭遇するとは、予想だにしなかったのである。

　登記所から不法に持ち出した登記用紙に、適当に都合のいい登記事項を書

き込み、そのあと、すました顔をして、再び閲覧を装って、その用紙を元の

バインダーに返却する。そんなことをつゆとも知らない登記所に対し、今度

は登記簿謄本の交付申請をする。登記所ではマニュアルどおりにバインダー

から所定の用紙を取り外しコピーをして「右は登記簿の謄本である」と認証

したものを交付する。

　その認証謄本自体はれっきとした本物の公文書である。本物の謄本にうそ

御用だ! 御法度者!第
1
話

バインダー式登記簿時代、印判から偽造を見抜いた事件簿

第
1
話
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の登記事項が記載されていても、それは真正な登記申請に基づく適正な事項

であると、事情を知らない者が信じるとしても当然である。

❖  3 点セットの登記を頼まれる
　ある日の夕方のこと。厳密にいえば登記所の閉庁時刻だった。

　私の体験では、こういう時間に不意に訪ねてくる依頼者はひと癖もふた癖

もあるしたたか者が少なくない。それというのも、提示された書類と照合す

るため登記簿の閲覧に出かける余裕がないことを知ったうえでやってくるか

ら用心してかかる必要がある。

　金融業を営む知己のＳさんが 2 人の男性を伴って来訪した。 1 人はＹと名

乗る根抵当権設定の債務者兼担保提供者で、他の 1 人は、Ｙの所有土地に仮

登記担保（登記上は売買予約による所有権移転請求権仮登記がされていた）を付

けているＢという。私にとってはＳのほかは初対面の人である。

　Ｓがいうには、Ｂの仮登記を抹消して、その後にＹを債務者としてＳのた

めに根抵当権設定登記、代物弁済予約による所有権移転請求権仮登記、賃借

権設定予約による賃借権設定請求権仮登記をしたいという。

　俗にいう 3 点セット（背広に見立てて 3 つ揃いともいう）の担保権設定登記

である。その時代には、こういう 3 点セットが金融業界では流行していたか

ら、何の不自然さもない事案に見えた。

　この日の依頼は 3 点セットが問題ではなくて、所有者であると自称するＹ

の携帯する登記簿謄本と権利書が問題だったのだが、それも受任の際に疑問

を抱いたのは、適式に発行された登記簿謄本ではなくて、権利書のほうであ

った。

　ご承知のとおり、不動産登記が完了して登記所から還付されるものにはす

べて「登記済」の印判が押してある。

　そのうちの権利に関する登記済証だけが「権利書」と呼ばれる。売買によ

る所有権移転登記であれば、買主が所有権者として登記されたことを証明し、

抵当権設定であれば、債権者が抵当権者として登記されたことを証明する。

　その登記済であることを証するかどうかは、不動産登記法60条本文に定め

る事項が押捺された印判かどうかが決め手になる。

第
1
話
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　また、登記済の印判の型式は法定されており、サイズは不動産登記事務取

扱手続準則附録51号様式に定められ、縦約 7 センチ、横約 ４ センチの大きさ

である。

❖ 登記済印判の型式がちがう
　ところがである。Ｙが提示した「権利書」の登記済印判の受付番号は、横

書のアラビア数字で記入されていて、私がその登記所で毎日見ている権利書

と異なる型式の印判で、サイズも少しばかり小さい感じがした。

　そこで私は「これはこの管轄登記所の印判とは違うように見えますが」と

指摘すると、Ｙは「司法書士さんともあろう者が、印判が変更になったこと

を知らないなんて」と小馬鹿にしたような言い方をする。私は念のため六法

全書を見直した。やはり違うようだ。それでもＹは強弁して、「偽造防止の

ために印判は毎年作り変えている。あくまで様式規定は規定だが、番号の打

ち方は縦でも横でもよいことになっている。僕はその昔、法務局に勤めてい

たからよく知っているんだ」と自信ありげに反論する。こんな問答をしてい

るうちに、時計の針はすでに午後 6 時を回ってしまった。

　私としては、そこまで強弁されると、あとは法務局に照会するしか方法が

ないと思い、ほかの添付書類である 3 つの契約書と登記委任状と所有者Ｙの

印鑑証明書、そして前提登記となるＢの印鑑証明書を添えた仮登記抹消承諾

書、そして所有権移転仮登記のための固定資産税評価証明書と登記簿謄本も

預かった。

　念のためにつけ加えると、評価証明書の納税義務者欄はＹになっており、

登記簿謄本の原因日付もＹの住所氏名、受付年月日と番号も権利書と符合し

ていたので、登記済印判のサイズと番号が横書のアラビア数字であること以

外は疑う点はないといえばなかったのである。

　債権者のＳ曰く、「Ｙがどうしても今日中に貸し付けてほしいというので

融資を実行したい」というので、私は「Ｓさん、融資を実行されるのはあな

たとＹさんの信頼関係ですから、とやかくいいません。けれども僭越ですが、

この印判の型式はどうしても納得できない。書類は預かりましょう。それか

ら、明朝一番に申請してほしいという希望は承諾するものの、念のため法務
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局に照合してから申請することにしたい。それでもよければ受任します。そ

れはまずいとおっしゃるなら受任しかねます。条件付きの受任にしたい。も

し、権利書上の印判が適式のものでなければ、不動産登記法４４条による『人

違いなき保証書』で登記申請せざるを得ません。そのときはもう一度そろっ

ておでかけください」といった。

　Ｙは不服そうに、「しつこくこだわる司法書士だ。それほど心配なら尋ね

てみろよ」と啖呵を切った。そのためか、Ｓも「そうしてほしい」というの

で、気が進まないままに関係書類の預託を受けた。 3 人はそそくさと退出し

た。

　今夜は残業かと、登記申請書の作成に着手しはじめたときにふと思いつい

たのは、「もしかしたら、登記所には宿直職員がいるかもしれない。電話で

聞いてみよう」ということであった。その当時はどこの登記所にも当直・日

直という制度があった。たいていの登記所は木造建物だったから、盗難とか

火災などの事故から登記簿を保護する管理対策のために職員が2４時間常駐し

ていた。

❖ もしかすると地面師が仕組んだ仕業ではないか
　私は息をつめて電話をかけた。

　宿直職員が出た。さっそく尋ねた。「権利書の印判に疑問があります。そ

のため登記申請をすべきかどうか戸惑っています。昭和何年ごろの登記済印

判の受付番号欄は横書きのアラビア数字で打っていましたか」と。

　彼は入庁したばかりで詳しいことはわからないといったものの、重ねて

「昭和何年何月何日にこれこれの土地に誰々を権利者とする所有権移転登記

申請があったかどうかを調査してもらえないか」と頼んでみた。

　彼はそんな調査は電話 1 本でできないという。それはそうかもしれない。

　登記所の閉庁後の時間外ながら、どうしても聞きたくなったのは、いわゆ

る地面師（犯人は単独または複数でそれぞれ犯行を分担し、手ごろな他人の空地

を物色し、登記簿謄本あるいは権利書を偽造し、正当な所有者であるかのように

装い被害者を信用させて、金銭貸借契約名のもとに金品を騙取するもの）と呼ば

れる犯罪グループの手口を新聞で読んだことがあったからだ。
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　ひょっとすれば、詐欺師が登記簿用紙を抜き取って、適当な登記事項を書

き込んで数日後に元に戻して、素知らぬ顔をして登記簿謄本の交付を受ける。

そして適当に書き込んだ事項に見合う内容の権利書らしき書面を作成して、

その末尾に本物と紛らわしい印判を偽造して本物の権利書にみせかける。そ

のインチキ権利書と登記事項はデタラメでも、本物の登記簿謄本を、登記実

務にうとい者に持ち込んで金品を騙取するという典型的な詐欺師の仕業では

ないかと感じたのである。

　私はすぐに、今度は法務局本局に電話をして「緊急事態が発生しました。

どうしましょう」と尋ねた。電話口に出たのはおそらく権限のある担当者だ

ったようである。彼はこう説明した。

　「公文書偽造、同行使、詐欺容疑で告発する用意がある。登記申請をしな

いままでは未遂事件（刑法４3条）でしか立件できない。できることなら既遂

の形をとった方がよいので、明朝とりあえず登記申請をしてくれないか。も

し、登記簿用紙抜き取り犯の仕業ならば、登記申請をしても権利書に見合う

登記がないのだから、却下処分をすることになると思う」という。

　そう聞かされた私は法律実務家のはしくれとして社会正義のために協力す

る職責があると考えて、その夜は遅くまで無我夢中で登記申請書の作成に取

り組んだ。

　その過程で登記簿謄本をよくよく見ると記載事項の表現方法に疑いが、つ

まり権利書に書かれている原因日付、買主の住所に疑義が湧いてきたのであ

る。

❖ 不自然な数字の書き方に疑いが
　一般にバインダー式の登記簿の甲区欄には、たとえば「昭和四八年参月弐

参日受付第壱弐参五四号原因　昭和四八年参月弐弐日売買」、「所有者　名古

屋市昭和区大字八事字裏山参八九壱番地　Ｙ田雅夫」と記載されるが、Ｙか

ら預託を受けた登記簿謄本には「昭和四拾八年参月弐参日受付第一弐三五四

号　原因　昭和四八年参月弐拾弐日売買」、「所有者　名古屋市昭和区八事裏

山参八九壱番地　Ｙ田雅夫」と記載されていたのである。

　同じことのようだが、「四八」を「四拾八」「壱弐参五四」を「一弐
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