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当事者については︑平成一六年度の

ω

野の実務家・研究者の論文を収める︒
訟法の制定︑司法制度改革など最近の

評論
ω
i
ω ﹄(有斐閣)が刊行された︒
﹃ ﹄は︑大学の法学教育︑新民事訴
ω

する碩学である三ヶ月章博士の﹃司法

L

﹁特集/訴訟法﹃概念の理解と活

について解

ている︒

用﹄﹂(法セ六O九)は︑主に法科大学
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ても当事者適格が機能する場合がある
を探求する研究の第一段階として︑ド

国の判例および支配的見解の形成過程

判断基準を実体法に求める現在のわが

司 H (コメント﹀堤淳一﹁正義へのア

唆するもの﹂(判タ一一八二)︑小島武

セスlウルフ・レポートが日本法に示

坂原正夫﹁訴権について﹂(法研七

附訴え・訴訟物・各種の訴訟

イツ普通法・プロイセン法の下では︑
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クセス︑その新たな波﹂(判タ一一八

訴権の問題について︑新たな検討を加
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七二七三﹀がある︒

いては︑高橋宏志﹁也容一=ロ執行者の当事
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金償還制度をめぐって民事法律扶助の

石哲夫 H (コメント﹀太田勝造﹁立替

としていたことを明らかにし︑同﹁共
ドイツ法の沿革と現状﹂(民事手続法

有者の共同訴訟の必要性に関する現行
研究一﹀は︑第二段階として︑ドイツ

ら︑当事者適格を広く肯定する方向を
支持する︒山本弘﹁遺言執行者の当事

八六)がある︒

受給資格と利用者の負担﹂(判タ一一

用を積極的に評価すべきとの立場か

者適格に関する一考察﹂(谷口古稀﹀
た︑続刊として︑野村泰弘﹁入会権と

現行法の沿革と現状を紹介する︒ま

訟の訴訟物についての一つの覚え書

訴訟物については︑文宇治﹁給付訴

も︑判例を素材として︑遺言執行者の

谷口古稀﹀が︑給付訴訟の訴訟

び判例に見られる信義則的構成を再検

物は請求権であるとする考え方︑およ

L(

は︑日本弁護士連合会弁護士報酬反訴

論

￨￨請求権ドグマ再検討のための序

者負担問題対策本部 2汁護士報酬反訴

︿物権・債権)が一個の訴訟物を構成

討し︑給付訴訟では請求権と実質権

た弁護士報酬の敗訴者負担について

司法制度改革の一環として議論され

当事者適格のあり方とその範囲につい

ω
L
(埼玉工業大

小島武司教授を中心として︑司法へ

者負担問題対策本部総括資料集﹄(日

学人聞社会学部紀要一ニ)がある︒
のアクセスに関する諸問題を検討しよ

弁連﹀︑坂勇一郎寸敗訴者負担問題に

固有必要的共同訴訟

法政七一・三)︑判例の

八回卓也﹁遺言執行者の被告適格に関

ついて﹂(法民三九四)︑ョ敗訴者負担

ての提言を提示する︒さらに︑被告適

する一考察

ム﹂が発足した︒その経緯について

うとする﹁司法アクセス・フォーラ

廃案﹄はいかに勝ち取られたか(特別

格に限定して詳細な考察を展開する︑

検討を中心とする︑蛭川明彦﹁遺言執

判タ一一七六)がある︒

L(

行者の当事者適格﹂(判例展望民事法﹀

ラムの発足

は︑小島武司﹁司法アクセス・フォー

義房 H辻公雄﹁﹃弁護士報酬敗訴者負

企画)﹂(法民三九六)︑本林徹 H斎藤

訴え﹂(福永古稀)は︑共同不法行為

不法行為者間における負担割合確認の

訴えの利益について︑宇野聡﹁共同

しているとの考え方を示す︒

(判タ一一六九﹀がある︒建物収去土

このフォーラムのレポートして︑太田

L(

地明渡訴訟の被告適格については︑原

勝造 H (コメント﹀早野貴文﹁法律扶

立教六八)︑福永有利寸土地所

L(

田昌和﹁建物収去・土地明渡請求の相

者間での将来の求償の訴えは不適法で

手方

︿自正五六・

あり︑負担割合確認を認めるべきであ

で︑川嶋四郎﹁清算条項のみの無効確

るとする︒また︑倒産処理との関連

L

訴訟費用の確定手続に関するものと

判タ

四﹀がある︒

担法案﹄廃案への軌跡
ト)大津恒夫ヨ司法へのアクセス﹄

L(

有権に基づく建物収去・土地明渡訴訟

一一七六七七﹀︑指宿信 H ︿コメン

助の存在理由への一視覚凶同

帝塚山法学

L(

の訴訟法上の諸問題平成六年二月八日
最判が残した手続問題

H石井多加子 H田中直樹 H西森恵一

して︑大沼弘行 H青山耕治日後藤勇光

認訴訟の適法性について﹂(法政七一
L(

判タ一一七九﹀︑佐川孝

かりとして

と情報技術￨￨英領ジャージーを手が

・四)がある︒

共同訴訟については︑鶴田滋﹁一九

九)がある︒

に伴う訴訟費用額確定処分申立事件の

﹁民事訴訟費用等に関する法律の改正

て︑松本博之﹁相殺の抗弁と重複起

二重起訴の禁止と相殺の抗弁につい

の現状﹂(判タ一一八一)︑田島裕 H

L(

民研五

志 H (コメント﹀小島武司﹁法律扶助
L(

処理についての一考察国間

法雑五一・一一i

の必要性ωiω 完

(コメント﹀阿部圭太﹁司法へのアク

世紀ドイツにおける共有者の共同訴訟
四)が︑共有者の共同訴訟の必要性の

2
0
1一一民事訴訟法

訴﹂(福永古稀)は︑別訴で訴求中の
にして︑わが国における環境団体訴訟

ンスにおける立法・議論の展開を参考
多数の論致を収める︒

体法規定解釈との交錯をテl マとする

Lに連載)と︑要件事実論と民法の実

ける要件事実 L︑那須弘平﹁

の役割﹂︑山本和彦﹁

西口元﹁ 民事訴訟における要件事実

ω

債権を自働債権とする相殺の抗弁を不
を立法論的に考察する︒

ω民事訴訟にお
ω要件事

適法とする判例は︑相殺権を剥奪また

て重複審理を回避すべきであるとす

合または訴訟手続の必要的中止によっ

は制限する点で不当であり︑弁論の併

座﹄(青林書院)の刊行が始まった︒

まず︑伊藤滋夫編﹃民事要件事実講

これに関しては多数の文献がある︒

的要件事実

て﹂(ジュリ一二八八)︑東孝行寸法科

教育としての要件事実の考え方につい

論の再生﹂︑村田渉﹁法律実務家養成

要件事実論￨￨加藤新太郎﹁要件事実

のとしては︑﹁法富養成教育としての

j帥完

藤新太郎﹁実践的要件事実論の基礎帥

各訴訟類型に関する検討として︑加

る
︒

件事実E(判タ一一六三﹀などがあ

lL汁護士からみた﹃要

る︒岡田幸宏﹁重複起訴禁止規定と相
は︑裁判官・弁護士・研究者の各視点

第一巻﹃総論E要件事実の基礎理論﹄

求訴訟の要件事実

川慎一﹁所有権に基づく不動産明渡請

L(

司法書士三八九5九七﹀︑吉

実論の多層性

殺の抗弁により排斥される対象﹂(福

て ﹂(久留米四九)のほか︑伊藤滋

大学院における要件事実論教育につい

法曹養成教育の観点から検討するも

永古稀)は︑訴え先行型においては相
からみた要件事実の機能︑主張責任と

学院要件事実教育研究所が創刊した

夫教授を中心として設立された法科大

(今中古稀)は︑詐害行為取消権にお

ける﹃債務者の無資力﹄要件考察﹂

ある︒永石一郎﹁詐害行為取消権にお

七二︑一一七四￨七五︑一一七七﹀が

﹂(判タ一一

立証責任︑攻撃防御方法と要件事実の
士等の業務との関係を検討する︒第二

問題︑さらに公証人・司法書士・弁理

﹃法科大学院要件事実教育研究所報創

ω
i
ω

殺の抗弁は適法であり︑本訴自体を重
訴えの変更に関しては︑畑宏樹﹁現

刊号﹄には︑関連の多くの論致が掲載

ω

複起訴として却下すべきとする︒
行民事訴訟法における訴訟促進施策と

な事件と要件事実﹄は︑上告審・控訴

考察し︑詐害行為取消権の成立のため

巻の伊藤滋夫 H長秀之編﹃総論E多様

には﹁処分行為時の無資力﹂に加えて

七八)がある︒

﹁特集/要件事実論の新しい展望﹂

﹁訴え提起時の無資力 Lが必要であり︑

訴えの変更し(明治学院大学法学研究

(ジュリ一二九O) は︑山野目章夫司

ける寸債務者の無資力﹂要件について

会 H大橋正春 H笠井正俊 H村上正俊日

るとする︒

﹁資力回復の抗弁﹂は積極否認にあた

されている︒

・知財事件︑倒産・保全・執行・和解

手形小切手事件・労働事件・行政事件

・研究における役割 L︑村田渉﹁要件

山本敬三﹁座談会/要件事実論の教育

人事訴訟・家事審判︑会社関係事件・

・二了四)︑三木浩一﹁消費者団体訴

.調停などの多様な事件における要件

審における要件事実︑簡裁民事事件・

手続法の観点か
訟の立法的課題 111

事実について考察している︒既刊本の

﹁理請を実務化し︑実務を理論化す

的審理

団体訴訟について︑宗国貴行﹁団体

らL(NBL七九O)︑鹿野菜穂子﹁消

事実論の課題学会論議に期待するも

訴訟における原告適格﹂(奈良産一七

費者団体訴訟の立法的課題￨￨団体訴

改訂版として︑伊藤滋夫﹃要件事実・

る﹂とのスローガンの下で︑雑誌に連

権の内容を中心に﹂ (NBL七九O)

載された報告を基礎にして︑実務家の

の﹂︑畑瑞穂﹁要件事実論と法科大学

報告については研究者が︑研究者の報

事実認定入門(補訂版)裁判官の判断

大学院における法曹養成教育弁護士の

がある︒比較法的な検討として︑高田

立場から﹂を収める︒そのほか︑二宮

し︑さらに﹁民事訴訟審理における裁

告については実務家がコメントを付

院教育 L
︑松森宏﹁要件事実論と法科
大塚直 H後藤巻則 H山野目章夫編著

照奥﹁要件事実論と弁護士の視点﹂

の仕方を考える﹄(有斐閣﹀がある︒
﹃要件事実論と民法学との対話﹄(商事

(判タ一一六二)︑﹁特集/要件事実の

昌宏﹁団体訴訟の機能拡大に関する覚
る法改正の動き等を参考に︑集団的利

書き﹂(福永古稀)は︑ドイツにおけ

でのシンポジウムを契機として︑シン

量の意義とその規律﹂と題する総括的

法務﹀は︑平成一七年九月の私法学会

理論と実務￨￨民事裁判のスキル印﹂

いう方向を示す︒山本和彦寸環境団体

ポジウム参加者の論文(レジメは N B

益を保護するための消費者団体訴訟と
訴訟の可能性﹂(福永古稀)は︑フラ

法律時報7
7
巻1
3
号一一 202

静法九・二﹀がある︒

四・一)︑石田秀博﹁釈明権行使の限

﹁民事自白法理の再検討 ﹂(一橋法学

力執行機能﹀とが確保されるべきであ

も相殺の防御機能と権利実現機能(自

件﹂(谷口古稀﹀は︑訴訟上において

する︒木川統一郎﹁口頭弁論の準備は

する場合の手続のあり方について検討

等の訴訟との関係で証拠保全の対象と

ω

な座談会を収録した︑大江忠 H加藤新
界について
L(

理論と実務の架橋をめざして﹄(有斐

太郎 H山本和彦﹃手続裁量とその規律

一︑一一八五)は︑比較法的考察に基

このままでよいか凶問﹂(判タ一一八

づいて︑釈明処分・期目前釈明の積極

るとの立場から︑仲裁合意に付着した

的な運用を提唱する︒

反対債権による相殺の適法性と︑国際
ついての受訴裁判所の国際裁判管轄権

民事訴訟での相殺における反対債権に

坂田宏寸間接証明に関する一覚書﹂
討することにより︑主要事実と間接事

(福永古稀)は︑間接証明の構造を検

計画審理について︑日渡紀夫﹁裁判
実の位置づけなどの諸問題を再考す

閣)が刊行された︒

谷口古稀)は︑

L(

文書提出命令については︑伊藤其

の公開との関係に分けて検討する︑町

り方を︑主張立証過程および訴訟情報

事訴訟におけるプライバシー保護のあ

ラl モント/三木浩一訳﹁民事訴訟の

か﹂(駒沢法曹一)︑ケヴィン・ M ・
ク

て111
法律上の事実推定か暫定真実

一八六条二項の推定規定の性質につい

証明理論に関しては︑柴谷晃﹁民法

提出義務の一般義務化と除外文書﹂

の特質から検討する︒中島弘雅﹁文書

務に優先する限界を︑情報内容や文書

ての所持者の支配権が司法への協力義

﹁自己使用文書再考￨￨組織運営をめ

方法であるとする考え方を提示する︒

村泰貸﹁民事訴訟とプライバシー保

証明度における日米比較凶伺﹂(際商

証拠・証拠調べ

また︑実務からの考察として︑桃崎剛

護﹂(福永古稀)︑専門委員制度導入の

ω

の具備の要否を検討している︒

所の裁量の統制方法について￨￨審理
計画を素材として
る
︒

二)がある︒その他︑訴訟の運営に関

﹁続・コ l ス別計画審理﹂(判タ一一五

意義を事案解明の促進と実体形成の的

その他注目すべきものとしては︑民

審理計画を協議によって実体面・手続

しては︑西尾進﹁名古屋地裁における

(福永古稀)は︑民訴法改正が意図し

面の両面から裁判所の裁量を統制する

民事訴訟の審理充実に向けた取組み﹂

三三・五￨六)がある︒

る専門的知見の導入

と本案手続の関係に焦点をあてて

察￨￨ドイツ法における﹃事前手続﹄

﹁提訴前の証拠収集手続をめぐる一考

提訴前の証拠収集について︑漬崎録

べきであるとする︒そのほか︑桜本正

﹁公務秘密文書﹂の適用範囲を限定す

た提出義務の一般義務化の趣旨から︑

古稀)が︑文書に含まれる情報につい

L(

福永

(民訴五一)︑関根規夫 H小野山隆司 H

を論じる︑加藤新太郎寸専門委員によ

確化にあるとして︑導入に伴う諸問題

ぐる文書提出義務の基礎理論

山田啓介 H益 本 美 由 紀 日 小 西 圭 H岡
本幸治﹁大規模繁忙支部における協働

を加えるとともに︑制度導入が民事訴

事者照会制度についての解釈論的検討

議論を参考にして︑本案手続で予定さ

手続および独立証拠調べ手続に関する

(九法九O) は︑ドイツ法の証拠保全

る戦略的な証拠廃棄とその規制﹂(福

などがある︒林昭一﹁企業紛争におけ

書提出命令制度の相関性﹂(山法三一)

・二﹀︑戸部真澄﹁情報公開制度と文

谷口古稀)︑当

訴訟運営の実践﹂(判タ一一六一一)︑判

訟制度および法曹制度に対してもつ意

れる手続を提訴前に前倒しで行うこと

永古稀)は︑民事訴訟との関係におい

L(

例分析を中心とする︑松岡千帆 H吉川

義について論じる︑笠井正俊﹁当事者

の適否(必要性と許容性)を検討す

て︑企業が日常的に行う記録の廃棄が

辺保雄﹁過払金返還請求訴訟に関する

一連の決定を素材として﹂(洋法四八
照会の可能性﹂(谷口古稀)︑ドイツ法

る︒吉岡大地 H吉津邦和﹁医療機関に

どのような規制を受けるかを論じ︑田

樹﹁文書提出命令貸出裏議書に関する

泉﹁中間判決その現状と課題﹂(判タ

における﹁評価宣誓﹂に関する議論に

判時一八九五﹀は︑医療機関

L

処分権主義について︑坂田宏﹁処分

一一五七)などがある︒
谷

る損害額の審理における規律を考察す

関する検討から︑民訴法二四八条によ

いて

おける事故報告文書等の証拠保全につ

L(

口古稀﹀は︑損害賠償請求訴訟におけ

る︑伊東俊明﹁ドイツ法における﹃評

権主義よりみた定期金賠償判決

る救済方式としての一時金賠償と定期

価宣誓﹄の機能﹂(福永古稀)がある

が作成する事故報告文書を︑医療過誤

L(

金賠償との選択について︑修正処分権

松本博之﹁相殺の抗弁と訴訟上の要

主義説の立場をとる︒
弁論主義との関連では︑河野憲一郎

2
0
3一一民事訴訟法

諸問題﹂(今中古稀)は︑多重債務事

判タ一一八一)などがある︒

L(

な意義とその許容性について￨￨裁判

して︑杉山悦子﹁証拠制限契約の新た

その他証拠関係の注目すべき文献と

囲﹂(判時一八六八)がある︒

￨￨最判平一三・四・二O の適用範

寺本嘉弘﹁火災保険金請求の立証責任

理﹄への疑問﹂(立命館法政論集三)︑

再検討過失相殺における﹃公平の原

証責任についての実体法的視点からの

﹁民法七二一一条二項の過失の主張・立

証明責任﹂(判タ一一七O)︑中川龍也

分主義的民事訴訟における訴訟戦術と

証明責任については︑萩原金美寸処

ついて︑個々の形成権の内容・存在理

点が失権を要請するか︑という問題に

おける訴訟促進義務などの訴訟上の観

おいて主張される場合に︑前訴手続に

形成権が行使され︑その効果が後訴に

法研究一)は︑確定判決の基準時後に

後の形成権行使について﹂(民事手続

る︒また︑松本博之﹁既判力の標準時

論﹂という観点から考察した論孜であ

題について︑主張の﹁期待可能性理

滅時効の起算点はどうなるかという問

力によって遮断されるか︑および︑消

が︑前訴の損害賠償の確定判決の既判

明した後遺症に関する損害賠償請求

論叢三二﹀は︑既判力の基準時後に判

後の訴えの可能性ω完ど(国学院法研

既判力について︑佐藤考寛﹁基準時

格﹂(福永古稀﹀は︑再審における訴

訴訟における訴えの利益・当事者適

効力を検討するほか︑加波昌一﹁再審

て L (慶際法学一﹀が再審開始決定の

始決定の確定と原判決の既判力につい

て検討する︒

効力︑上訴しなかった者の地位につい

人の一部のみが上訴した場合の上訴の

六﹀は類似必要的共同訴訟で共同訴訟

非上訴者の地位

語田和幸﹁必要的共同訴訟における

帥上訴・再審

がある︒

止の担保と破産﹂(関東学園一四・一﹀

行の停止については︑林淳﹁仮執行停

言﹄について﹂(北園四0 ・四)︑仮執

用￨￨訴訟終了の一態様﹃訴訟終了宣

﹁破産債権確定の中断中の訴訟への作

訴訟終了宣言については︑西中薗浩

している︒また︑樫回嘉章日道垣内正

閣)は︑国際民事手続法の体系を烏聞

郎 H酒井一﹃国際民事手続法﹄(有斐

教科書として︑本間靖規日中野俊一

の改正後の運用について﹂(判タ一一

については︑島田充子寸公示催告手続

平成一六年改正法に基づく公示催告

領域ごとに異なるべきであるとする︒

参加の利益の判断も問題となる実体法

(福永古稀)が︑補助参加の機能が多

参加の機能と参加の利益の判断構造﹂

て︑参加申立人の牽制権の強弱につい

を限定的にとらえる立場を前提とし

に L (福永古稀﹀は︑合一確定の射程

念頭にして﹂(一橋法学四・一)︑木川

外紛争解決手続の場面における締結も

由などから失権の有無を検討してい
る
︒

えの利益・当事者適格の問題は︑民訴

人編﹃ロ l スクール国際私法・国際民
事手続法﹄(有斐閣﹀は︑豊富な資料

意義￨￨独立当事者参加訴訟を中心

統一郎﹁専門訴訟における書証(専門

和解広ついては︑比較法的検討に基

法改正に伴う再審訴訟の構造の変化を

姿L(JCA五二・六﹀がある︒

文献・私鑑定﹀と自由心証主義﹂(判

づく︑吉田元子﹁民事訴訟の和解的終

踏まえて再考されるべきであるとす

れこれ元裁判官から見た当事者たちの

タ一五六﹀︑福永清貴﹁民事訴訟にお

上法四八・三

と設聞を備えた法科大学院向けの教材

制訴訟の終了

言

ける通訳人の法的責任ω￨￨﹃鑑定人

六項の紹介を兼ねて

了方法に関する一考察ZPO二七八条

る
︒

件処理で利用される過払金返還請求訴

の責任﹄に関する議論を手がかりとし

H四)のほか︑和解勧試のあり方を総

文書提出命令等を検討する︒

て﹂(名経二ハ)︑渡辺直樹﹁誘導尋問

合的に検討する︑垣内秀介﹁裁判官に

独立当事者参加について︑畑瑞穂

訟について︑取引履歴の開示のための

の研究の目的とその重要性(民事訴訟

﹁多数当事者訴訟における合一確定の

L(

再審については︑坂原正夫﹁再審開

ω多数当事者訴訟

﹁国際非訟事件裁判管轄について

L(

谷

国際裁判管轄について︑山本和彦

である︒

帥国際民事訴訟法

にしている︒

おける実務に関する検討結果を明らか

六九﹀が︑改正後の東京簡易裁判所に

同簡易裁判所の特別手続

様化しているとの認識に基づき︑補助

補助参加については︑堀野出寸補助

て検討する︒

における誘導尋問の研究﹀﹂(ひろば五

二ニ・七)︑稲葉一人﹁講演/和解あ

よる和解勧試の法的規律ω﹂(法協一

論叢一五六・五 H

八・四)︑第二東京弁護士会民事訴訟

L(

改善研究委員会﹁陳述書に関する提
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は︑外国訴訟における訴訟告知の効力

カの承認を巡る諸問題﹂(谷口古稀﹀

事件における国際司法共助の状況﹂

助の現況を解説する︑福血ハ輝彦﹁民事

(民事法情報一一一一六﹀などがある︒

.一﹀がある︒また︑山本克己﹁渉外

に関して︑わが国で承認を求められた

外訴訟における訴訟能力﹂(日法七一

場合について︑承認適格性︑承認の対

英米法では︑関戸麦﹁日本企業が米

口古稀)は︑ドイツにおける議論を参

谷口古稀)は︑渉外事件

事件における訴訟担当の許容性ドイツ

国民事訴訟で経験する手続法上の論点

考にして︑非訟事件の国際裁判管轄に
法の素描

のほか釜谷真史﹁外国判決﹃自動承

象︑承認の要件の諸点を検討する︒そ

帥外国の民事訴訟法等

関する立法に際して検討されるべき枠
における訴訟担当の許容性を決めるの

L(

組みについて考察する︒そのほかに︑
は︑法廷地法か抵触法規範が指定する

L(

独協六四)︑斎藤彰寸イ

る一考察凶

山田恒久﹁離婚の国際裁判管轄に関す

H三￨四)︑芳賀雅顕﹁労働事件の国

認﹄制度の意義凶同

ションペイパ 12¥担﹀﹂︑同﹁グロー

いて︑形成力の承認の意味を再検討す

する形成裁判の類型ごとの考察に基づ

稀)は︑外国形成裁判の承認適格に関

井一﹁外国形成裁判の承認﹂(福永古

外国判決の承認・執行について︑酒

中野俊一郎﹁管轄合意・仲裁合意・

に関する裁判を中心に(学会報告﹀﹂

判の承認執行制度再考子の監護・扶養

論七七・六﹀︑村上正子﹁外国非訟裁

労務給付地の決定問題を中心に﹂(法

際裁判管轄ヨーロッパ民訴法における

坂向洋編訳﹃英和対訳アメリカ連邦

ついては︑渡辺慢之 H吉川英一郎 H北

要の解説である︒米国連邦民訴規則に

おいて外資系企業が直面する危機﹂

国における訴訟のリスク米国裁判所に

lヴェツ

を説明している︒ピlタl ・R ・チエ

家証人など米国民事訴訟の主要な論点

轄権・裁判地︑デイスカパリ!︑専門

ωimL(NBL八一一 i七)は︑管

法の状況を紹介した上で試論を展開す

準拠法かという問題について︑ドイツ

西南三七・二

ングランドにおける国際民事訴訟法の

L(

沿革・2喜E
‑FEE‑概念を核とする

バル・コモン・ロ!としてのナチュラ

る必要性を主張する︒小梁吉章﹁ワー

準拠法選択合意￨1国際私法・国際民

民事訴訟規則﹄(宮低回Z巾岡山曲目雄松堂

(際商三三・三)も米国民事訴訟の概

￨￨連邦司法センターによる早期評価

裁判所における民事司法改革の評価

る
︒

ルフォーラム理論の可能性￨￨日本判

ルドワイド・マリlパ・インジヤンク

事訴訟法における合意の並行的処理の

出版﹀が刊行された︒

国際裁判管轄法理の完成 (CDAMS

例法における﹃特段の事情論﹄を国際

ションの承認・執行﹂(広島法科大学

可能性と限界 (CDANSディスカッ

G ・フック﹁米

民事司法協力のツl ルとして再構成す

院論集一)は︑イギリスの裁判所が債

米国の司法制度改革については︑小
産権訴訟における国際裁判管轄と準拠

ディスカッ

る (CDAMSディスカッションペイ

務者に財産の移動を禁じる命令につい

ー/神戸大学﹀︑木村耕太郎寸知的財

ションペイパl
o
h
H
¥
ε
)﹂(CDANS
﹁市場化社会の法動態学﹂研究センタ

法(国際取引法部)﹂(法律実務研究二

寸市場化社会の法動態学

パlsbε 旧年 7月﹀﹂ (CDAMS研

て︑わが国での承認・執行が求められ

・
Hロパ lト

究センター/神戸大学﹀がある︒知財
関係訴訟について︑申美穂﹁知的財産

た場合の問題について検討する︒中西
康﹁プリユツセル Eにおける外国判決

ω
承認要件としての公序の機能の部分的

L

権侵害訴訟に関する国際裁判管轄につ

松良正﹁ミズlリ州西部地区連邦地方

木棚照一﹁日本における知的財産紛争

計画の評価を中心として﹂(国士舘大

(民訴五一)などがある︒

ω 完﹀(論叢一五五・二︑五﹀︑
いてω
の国際裁判管轄権最近の判例における

O)︑国際裁判管轄︑外国判決の承認

学/比較法制研究二六﹀︑同﹁オハイ
認要件としての公序に関する伝統的な

オ州北部地区連邦地方裁判所における

変容﹂(谷口古稀﹀は︑外国判決の承

民事司法改革の評価 ー上元連邦司法

展開を中心に﹂(早稲田大学/季刊企

﹁裁判管轄と判決に関するグローバル

センターによる類型別事件管理計画

業と法創造一・三)︑木村耕太郎﹁知

年の先決裁定がもたらしうる部分的な

理解について︑ E C裁判所の二000

(DCM) の評価を中心として

ω

的財産権訴訟における国際裁判管轄と

.
ロ l アメリカと日本の視点から凶

・執行︑国際的訴訟競合を扱う︑ケヴ
ィン・ M ・クラl モント/大村雅彦訳

準拠法(国際取引法部﹀﹂(法律実務研

同﹂(際商三三・七￨八)︑国際司法共

L(

国士
﹁国境を越える訴訟告知の訴訟上の効

機能変化の可能性を論じる︒間淵清史

訴訟当事者については︑小田司寸渉

究二O) がある︒

205
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民事司法改革の評価ω￨￨連邦司法セ

ア州北部地区連邦地方裁判所における

舘三五)︑同﹁ウエスト・ヴァ lジニ

・ヴォルフ/森勇訳﹁講演/現行ドイ

側面﹂(龍谷三七・一一﹀︑マンフレッド

規訳﹁協同主義とそのイデオロギー的

ス・デl レン・イルディリム/本間靖

法について﹂(日法七一・一)︑ネlビ

いて考察する︒

した影響を論じ︑わが国への示唆につ

訴訟物概念がドイツの訴訟法学に及ぼ

裁判所が請求の同一性に関して示した

の国際的訴訟競合について︑欧州司法

めに離縁無効の確定判決が必要である

対して︑戸籍上の離縁の記載訂正のた

縁組の離縁の無効確認を求める訴えに

稀)は︑縁組が無効である場合に当該

離縁無効確認の訴えの利益

ツ民事訴訟法下における各審級の機能

下守夫﹁法整備支援の現状と課題￨￨

カンボディア民訴法については︑竹

裁判決につき︑人事訴訟における別訴

との理由で訴えの利益を肯定した最高

谷口古

ンターによる﹃和解週間﹄の評価を中

二O O二年改正法による各審級の役割

L(

心として﹂(駒沢法曹一)︑山本拓﹁構
郡一般訴訟裁判所における事件管理の

造化された民事司法フィラデルフィア

る戸籍訂正の可否などの点から問題が

禁止との関係︑判決理由中の判断によ

あるとしている︒本間靖規﹁人事訴訟

カンボディア民事訴訟法典起草支援の

手続の審理構造附帯処分を中心に﹂

経験を踏まえて﹂(駿河台大学/比較

中国法では︑王亜新﹁中国民事訴訟

ィア王国民事訴訟法日本語条文案ハ判

法文化一二)があるほか︑﹁カンボデ

の変更﹂(比雑三八・ニ)がある︒

クラス・アクションについて︑藤本
の審理構造についての一考察﹂(谷口

(谷口古稀﹀は︑家裁に移管された離

実務﹂(判タ一二ハ九)がある︒

古稀)が︑最近の中国における﹁民事

婚訴訟などの人事訴訟と子の看護・財

クションの現状と諸問題損害賠償クラ

際商三二・一一

利一﹁アメリカ法におけるクラス・ア

﹀
決手続編)帥j伺

北大/ジュニア・リサーチ・

﹃馬錫五裁判方式﹄からの離脱のプロ

民事裁判の構造変容をめぐる一考察

ム﹁トルコ民事訴訟法概論﹂(早比三

研七八・二﹀︑カミl ル・イルディリ

イス民事訴訟法と訴訟終了宣言﹂(法

その他の外国法では︑坂原正夫﹁ス

穂﹁離婚訴訟における関連請求・間帯

の審理構造を検討する︒さらに︑畑瑞

非訟事件の審理が同時に進行する場合

産分与などに関する附帯処分に関する

L(

i三三・七)の連載が続いている︒

について論じる︒また︑武鴻雁﹁中国

審判方式改革

セス

は︑離婚訴訟とその関連請求である損

処分等と同時解決の要請﹂(谷口古稀)

による審理構造の変化

ス・アクションをめぐる三0年間の動

と問題点についての概観に基づき︑わ

国におけるクラス・アクションの背景

ジャーナル一一)︑季衛東寸裁判所近

帥人事訴訟

八・二)がある

L

向を中心として﹂(谷口古稀)は︑米

が国でのさらなる検討の必要性を説

代化の逆説と関係的紛争解決中国の制

L(

く︒また︑天鼓﹁米国クラス・アクシ

度変遷に関する事例研究 (CDAMS

L(

商事一七二五﹀

ョン公正法の成立
がある︒

の附帯処分︑親権者の指定などとの同

・上訴などの場面でどこまで保護され

時解決を求める当事者の利益が︑和解

害賠償請求︑子の看護や財産分与など
ディスカッションペイパ lohp¥∞
﹄
﹀
﹂

務家を中心とする執筆者による人事訴

野田愛子 H安倍嘉人監修﹃人事訴訟

(CDAMS ﹁市場化社会の法動態学

訟法の概説書である︒人事訴訟につい

法￨￨概説﹄(日本加除出版)は︑実

そのほか︑中村進﹁アメリカにおけ

研究センター/神戸大学﹀︑小林学

L

るオンライン上の紛争と裁判管轄に関

﹁上訴制限のスキl ム と そ の 効 用 ￨ ￨

美松﹁中国における人事訴訟手続の構

なお︑中国の人事訴訟について︑郭

築﹂︿修道二七・二﹀︑陳愛武(栓桔邦

ては︑長谷部由起子﹁離婚事件の管
裁判所と人事訴訟の実際(東京戸籍事

轄し︿家月五七・三)︑梶村太市﹁家庭
務協議会新年例会講演録)﹂(戸籍七七

中国・湘湾大学法学院における報告に

E C法では︑越山和広﹁欧州司法裁

基づいて﹂(比雑三八・二)がある︒

るべきかを検討する︒

中心として﹂(日政四一・一﹀︑坂本真
中
L(

する判例の流れliz‑‑ppo判決を
樹﹁エクイティと文書訂正命令

判所における訴訟物の捉え方﹂(民事

大院三三)︑豊田博昭﹁マ lチン・ポ
修道二七・一)がある︒

LL(

ロウスキ l ﹃ コ モ ン ロ ー の 仲 裁 鑑
定

研究﹂(山院五二﹀がある︒

雄訳﹀﹁中国における人事訴訟手続の
高橋宏志寸縁組が無効である場合の

三﹀がある︒
訴訟に対する給付訴訟の提起という形

手続法研究一﹀が︑先制的消極的確認

ドイツ法については︑遠藤功﹁二O
O 一年七月二七日ドイツ民事訴訟改正
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同会社関係訴訟
告である︒また︑最高裁判所医事関係

L (知 財 五 五 ・ 三 ) で は ︑ 飯 村 敏 明

/訴訟・紛争関係の諸課題と今後の対

そのほか︑篠原勝美﹁知的財産高等裁

続法の視点からしが掲載されている︒

ける知的財産訴訟の理論的課題民事手

秋日作田康夫 H大淵哲也 H飯村敏明 H

判所の概要﹂ (NBL八O四)︑牧野利

応

効ある制度運用﹂︑長谷川暁司﹁知的

﹁知的財産訴訟の制度改正の概要と実
財産高等裁判所創設と今後の展望﹂︑

訴訟委員会﹁医事関係訴訟委員会答
訟運営改善に向けた取組みのための提

申﹂(判タ一一七九﹀は︑鑑定など訴

﹁類型別会社訴訟シリーズω i同完﹂
言である︒

東京地方裁判所商事研究会による〆

一一六四︑一一六六i 一一七O︑一一

ハ判タ一一五六︑一一五八︑一一六二︑

知財関係訴訟一般については︑日本

て

判所法等の一部を改正する法律につい

吉村真幸 H滝口尚良 H小田真治﹁座談

﹁特許権侵害行為の立証の容易化のた

応 L︑ 特 許 第 二 委 員 会 第 一 小 委 員 会

弁護士連合会知的財産制度委員会﹁知

会/知的財産高等裁判所設置法及び裁

めの法律改正と企業の対応﹂︑森崎博

.裁判の公開停止などの新制度への対

中部における審理の実情改正民事訴訟

員会寸大阪地方裁判所建築関係訴訟集

之﹁付記/弁理士と企業訴訟弁護士の

京地裁知的財産権部との意見交換会

的財産権訴訟の最近の実務の動向 東

小松陽一郎﹁専門委員・秘密保持命令

法下における審理の現状(専門委員制

見地から L︑田村善之﹁特許権侵害に

(平成一五年度﹀

同建築関係訴訟

訴訟について︑新谷祐子﹁株主代表訴
訟その現状と課題﹂(判タ一一五O)︑
度と計画審理の導入を中心にど(判タ

対する損害賠償額の算定に関する裁判

﹁知的財産権訴訟の最近の実務の動向

大阪地方裁判所専門訴訟事件検討委

根本伸一寸倒産処理手続中の株主代表

一一六八﹀は︑民訴法改正による新た

例の動向﹂︑萩原恒昭﹁特許法第三五

について実務の指針を示す︒株主代表

訴訟の可否﹂(青森法政論叢五﹀︑山田

な制度の導入後の現状の紹介である︒

条の改正と企業の対応﹂︑デジタルコ

七二5七六)は︑各種の会社関係訴訟

泰弘寸企業再編対価の柔軟化と株主代

また︑最高裁判所建築関係訴訟委員会

おける著作権紛争と著作権制度の課

ンテンツ委員会﹁ネットワーク環境に

換会(平成一六年度)﹂(判タ一一七

5凶同東京地裁知的財産部との意見交

L(

八O﹀は︑建築紛争の現状を分析し︑

L(

判タ一一六O﹀︑同

知財五五・四)がある︒

表訴訟￨￨外国会社株式または現金を

﹁建築関係訴訟委員会答申﹂(判タ一一

ω

立命二九

改善の方向を示す︒

L(

対価とする企業再編が株主代表訴訟の
六)︑高橋英治﹁ドイツ法における株

原告適格に与える影響
主代表訴訟の導入UMAG報告者草案

ては︑伊藤長 H近藤昌昭 H坂口智康 H

知的財産関係の訴訟制度改革につい

帥知的財産権訴訟

出した知財高裁﹂(ジュリ一二九三)

知財高裁については︑﹁特集/動き

が議論されている︒

題﹂など︑改革に対する実務的な対応

一一七O)︑ 高 部 民 規 子 H熊 代 雅 音

秘密保持命令の運用について﹂(判タ

H山田知司﹁知的財産権訴訟における

七︑一一七九﹀があるほか︑三村量一

商事一七一

一﹀があり︑その他︑内海淳一﹁株主

とわが国法制への示唆

末吉亙 H中山信弘 H仲吉徹郎寸座談会

L(

松山一六・三﹀がある︒

L(

一)は︑新たに導入された制度の運用

﹁東京地裁知的財産部における専門委

を論じる︒

員制度の活用についてし(判タ一一八
H塩月秀平日篠原勝美 H末吉亙 H平嶋

があり︑中山信弘﹁知的財産高等裁判

竜太 H吉村真幸 H大淵哲也司会﹁座談

外国の訴訟制度に関しては︑高崎仁

所への道のり﹂︑阿部一正 H作 田 康 夫
ついて凶同﹂(判タ一一六O ︑一一六

﹁特許侵害訴訟における損害額の算定

の充実・迅速化を図るための法改正に
二)で︑制度改正の背景︑知財高裁設

の在り方﹂︑茶園成樹﹁知的財産関係

会/知財高裁の設置と今後の知財訴訟

/司法制度改革における知的財産訴訟

総会決議の不存在確認請求における諸
問題
医事関係訴訟

民事法情報一一一五﹀が

秀子﹁医事関係訴訟事件の鑑定を巡る

置法︑裁判所調査官の権限拡大︑営業

￨￨アメリカ合衆国における判例法及

医事鑑定について︑山沖博史 H中室

m

ある︒大阪地方裁判所専門訴訟事件検

秘密の保護強化と侵害行為の立証の容

事件を取り扱う裁判所の集中化と専門

び経済学的アプローチからの示唆

L(

討委員会﹁大阪地方裁判所医事事件集

易化︑紛争の実効的解決のための方策

化﹂︑菱田雄郷﹁知財高裁設置後にお

最近の動向

中部発足三年を振り返って﹂(判タ一

などが議論されている︒また︑﹁特集

L

一五一)は︑医事訴訟の現場からの報

2
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(AIppI四九・一一)︑岡田洋一
ωADR全般

月刊ロ l ヤlズ一)︑

︿日本におけるADRの拡充・活性化

し︑花水征一﹁司法制度改革とADR

審判法制定﹂(ジユリ一二七五﹀も︑

ら制度を概観するほか︑﹁特集/労働

ろば五七・八)が︑労使双方の観点か

の課題などを検討する︒﹁特集/労働

新たな労使紛争処理システムの運用上

の可能性

また︑仲裁ADR学会設立総会での講

(

ADR一般では︑小島武司編﹃AD

演を基にした︑小島武司﹁仲裁ADR

﹀L

Rの実際と理論E 日本比較法研究所

ω

1 1特許無効手続と特許侵害訴訟の一

﹁ドイツにおける特許訴訟について
研究叢書六八﹄(中央大学出版部﹀が︑

審判規則L(判タ一一六七﹀は︑労働

わが国の紛争解決制度に関する研究

審判規則を含めた制度の概観である︒

レ・スキューマ﹁ドイツにおける特許

制度戦略の方向転換を目指して﹂(J

法の将来展望(序説)￨￨基礎法理と

元化へ向けて﹂(明大院二二)︑ダニエ
と︑韓国・ドイツとの共同研究を掲載

そのほかにも︑石川明﹁労働審判法の

している︒

成立﹂(法研七八・二)︑鵜飼良昭 H中

無効手続きおよび特許訴訟費用﹂(知

CA五二・一﹀︑藤田耕三﹁司法制度

財五五・八﹀がある︒

改革と仲裁ADRL(JCA五二・一﹀

/増加する個別労働紛争と労働審判制

ADR法については︑立法関係者の

改革のゆくえL6V﹂(ジユリ一二七

説明として︑内堀宏達﹁裁判外紛争解

さらに︑さまざまな面からメディエ

四)︑村田毅之寸個別的労使紛争に関

帥各種訴訟

l ションを検討するものとして︑ N P
O法人日本メディエ l ションセンター

する労働審判制度の導入について﹂

その他の各種訴訟に関するものとし

監修﹁ADRへの挑戦もっと身近にメ

山慈夫 H管野和夫司会﹁シンポジウム

ディエ i ション伺iω完﹂(登情五一

(松山一五・五﹀などがある︒

でも示されている︒

三i二Oてまた︑実践的なメディエ

については︑要綱案に対する意見とし

決手続の利用の促進に関する法律の概

の展望﹂︑小林徹﹁裁判外紛争解決手

法の成立と日本におけるADRの今後

l シヨンの技法を考える︑ NPO法人

て︑社団法人民事法情報センター

要﹂(民事法情報二二一)︑﹁特集/裁

(判タ一一七八臨増)がある︒大阪民

日本メディエ l シヨンセンター監修

て︑説明義務・情報提供義務関係の訴

事実務研究会編著﹃保険金請求訴訟の

(JCA五二・三)︑山本和彦﹁裁判外

続の利用の促進に関する法律の概要L

寸実践ADR'￨￨メディエ l ションの

する要綱案﹄についての意見﹂(民事

ヨ新たな土地境界確定制度の創設に関

訟の特徴と問題点を検討した︑中田裕

研究﹄(判タ一二ハ一臨増)は保険金

紛争解決手続の利用の促進に関する法

技法ωωL(登情五二一ニ￨四)がある︒

美忠敏﹁ADRにおける隣接法律専門

の養成についてωiω完﹂(JCA五

lタl﹀の養成を紹介する︑﹁調停人

O)︑英米における調停人(メディエ

(広法二八・一一)︑日本大学法学部民事

設に関する要綱案﹄に対する意見﹂

新たに設けられる土地境界確定制度

度の誕生︿連続公開講演会﹁司法制度

請求訴訟における主張立証責任︑不正

律の意義と今後の課題﹂などがある︒

また︑調停人の養成について︑勝目利

る法律﹂における︑青山善充寸ADR

請求事案における訴訟運営のあり方な

ADRの今後の展望については︑

有志﹁﹃新たな土地境界確定制度の創

法情報一二五﹀︑広島大学民事法教員

判外紛争解決手続の利用の促進に関す

どを検討する︒

﹁特集/ADR利用拡充のための方策﹂

トレーニング報告﹂(JCA五一・一

文﹁調停人養成教材作成海外講師招鴎

.情報提供義務をめぐる判例と理論﹄

公示催告については平成一六年改正

DR法の評価利用者の視点からL︑恵

(ひろば五八・四)で︑吉岡桂輔﹁A

康 H山本和彦 H塩谷園昭編﹃説明義務

をめぐって︑日本大学法学部民事法・

職種等の専門家の活用についてL︑レ

帥公示催告

商事法研究会﹁﹃公示催告手続の見直
しに関する中間取りまとめ﹄に対する

ピン小林久子﹁調停トレーニングの勧

法研究会ヨ新たな土地境界確定制度

示催告手続の改正後の運用についてL

概説として︑清水害寸筆界特定制度等

見﹂(日法七0 ・二﹀がある︒新法の

の創設に関する要罰案﹄に対する意
新しい労働紛争処理制度の構築﹂(ひ

労働審判制度については︑﹁特集/

一・一 0 1五一・一二﹀がある︒

意見﹂(日法七0 ・一一﹀︑島田充子﹁公

発展のためのヒント﹂の各論者が言及

整備の在り方について￨￨民間ADR

めL︑日下部克通﹁民間ADRの体制

裁判外紛争解決

(判タ一二ハ九﹀がある︒
2
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手続における秘密性の規律﹂(谷口古
稀)は︑調停などの調整型手続で提示

への期待しが掲載されているほか︑井

﹁家庭裁判所調査官制度の充実と今後

年表(大正二一年一月から平成一六年

排除申立てを却下した審判に対して即

除審判事件に参加した利害関係人が︑

検討する︒その他に︑民事調停の運営

の調停﹄試論家庭裁判所調査官の活用

二﹀︑岩瀬純一﹁﹃チームワークとして

を中心に︿実務ノ1 ト﹀﹂(ケ研二八

上敬子寸家事調停事件における家庭裁
判所調査官の役割について最近の動向

ついて

佐上善和﹁相続放棄申述受理の審判に

除審判を中心に

関係人の参加と即時抗告推定相続人排

時抗告の権利を有するかを検討する︑
徳田和幸﹁家事審判手続における利害

家事審判については︑推定相続人廃

八三﹀がある︒

され︑または得られた情報の訴訟・仲

について︑沢谷修造寸簡裁における民

を中心に﹂(ケ研二八三)︑豊田洋子ほ

て︑受理に際しては形式的要件のみな

述受理の審判を裁判に準じるものとし

四月まで)(座談会資料﹀︑永田秋夫

一部を改正する法律について﹂(登情
裁などの裁断型手続における利用とい

の導入を内容とする不動産登記法等の

一部を改正する法律の概要新たな土地
う観点から︑両手続の関係のあり方を

五二三﹀︑秦恒也﹁不動産登記法等の
民事

事調停事件の運営について主任裁判官

か﹁子の監護を巡る紛争事件における

L(

外国の制度については︑米国に関し
の全件立会の提言﹂(判時一八七一)
がある︒

家庭裁判所調査官関与の在り方につい

の筆界特定制度を中心として

て︑山田久美子勺公害・環境紛争解決

持定調停については︑吉野孝義ほか

制度のあり方について

ωω

法情報二二六﹀などがある︒

に関する裁判外紛争解決制度 (AD
R﹀の日米比較研究と今後のわが国の
﹁大阪簡易裁判所における特定調停事

て￨￨子の調査︑試験的面接究渉の活

は問題があり︑形式的審査説へ回帰す

いても審査できるとする学説・実務に

承認事由の存否などの実体的要件につ

らず︑申述者の真意の有無︑法定単純

L(

谷口古稀﹀は︑相続放棄申

L(

谷口古稀)があり︑

一二︑一一四﹀︑ドイツに関して︑我

の取組を中心として﹂(判タ一一七五)

件の運用￨￨平成一五年四月一日以降

L(

﹂(早研一

都法四五・一﹀︑秦

妻学﹁ドイツにおける医療紛争と裁判
外紛争処理手続

その他︑家事調停については︑青山

べきとする︒また︑同健太郎 H武部知

家事調停については︑家事調停・人

がある︒

用の観点から﹂(家月五七・四)があ
る
︒

公正﹁民間団体ADRにおける紛争解

子寸特別家事審判規則の一部を改正す

決の試みと調停前置主義の適用に関す

(ケ研二八一)︑シンポジウムの記録と

る規則(平成一七年最高裁判所規則第

善充﹁家事調停と人事訴訟の関係﹂

五号)の解説﹂(家月五七・七﹀があ

て︑梶村太市日徳田和幸編﹃家事事件

して︑谷英樹ほか﹁家事調停のあり方

事訴訟・家事審判全般の概説書とし

を考える凶伺￨￨当ユ事者のための調停

る
︒

る研究ドイツにおける義務的調停制度

をめざして(日弁連家庭裁判所シンポ

(ドイツ民事訴訟法施行法一五条 a)

家庭裁判所調査官については︑制度

ジウム)﹂(判タ一一七六￨七七)があ

L(

L(

谷口古稀﹀

仲裁については︑上野泰男﹁仲裁手

調査官制度五O周年を迎えて時代の要

移管後のある夫婦関係調整等事件親

(ケ研二八二)︑山口家庭裁判所﹁人訴

る︒また︑萩原金美﹁判決・仲裁判断

続の採用などの観点から検討してい

持義務︑仲裁判断の公開︑秘密審理手

性を︑手続の非公開︑関係人の秘密保
請にかなった家庭事件の調査実務を考

権︑面接交渉︑調査官関与﹂(ケ研二

手続法﹄(有斐閣﹀が刊行された︒
創設五O周年を記念した家裁月報五六

続の非公開と情報保護

平成国際大学/平成法政

巻二一号に︑安倍嘉人﹁家庭裁判所調

で直面するいくつかの実務的な問題へ

るほか︑斉藤充洋﹁遺産分割調停事件

が︑仲裁手続における秘密保護の可能

L(

査官制度五O周年に寄せて﹂︑志村宏

の対応￨上泉京家庭裁判所遺産分割事

研究九・一﹀︑中国に関して︑郭美松
商三三・二)︑同﹁中国裁判外紛争解

寸中国法治現代化と ADRの運命﹂(際

﹁家庭裁判所調査官制度五O周年に寄

件協議会における協議を踏まえて

を参考に

日法七0 ・

せて職種聞の連携・協働を中心に﹂︑

仲裁・国際仲裁

四)︑オーストラリアに関して︑タン

決制度の現状と課題

落合卓司会ほか寸座談会/家庭裁判所

ω

・ミツシェル﹁オーストラリアの消費
帝塚山法学九)がある︒

L(

和解・調停等

える﹂︑﹁家庭裁判所調査官制度の沿革

L

者保護制度における民間型ADR機関

ω

の役割伺

調停一般について︑山田文寸調整型

2
0
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r
M 冨22・

数意見を表示することが重要であると

は︑判断の質の担保という観点から少

と少数意見の表示﹂(判タ一一六七)

仲裁教育の可能性 L︑立石孝夫﹁国際

寸国際商事仲裁の実務の視点からみた

﹁英国における仲裁教育 L︑中村達也

晦﹁韓国における仲裁教育﹂︑沢井啓

学)︑ュ lジン・ D ・ガランドほか

法動態学﹂研究センター/神戸大

18¥己L(CDAMS ﹁市場化社会の

(CDAMSディスカッションペイパ

8E国際商事仲裁の過去︑現在︑未来

士モデル﹄の探求﹂︑和田﹁弁護士業

弁護士の役割・素描司自助支援型弁護

かで﹂︑川嶋田郎﹁現代社会における

換￨￨中立性と党派制の意義転換のな

討する︒和田ブ弁護士役割の構造と転

(JCA五一・八5五二・七)がある︒

﹁仲裁文献紹介(一二九 j 一四O)﹂

り上げている︒その他の連載として︑

離独立性﹂﹁仲裁合意の書面性﹂を取

ア二六三)︑津川哲郎﹁仲裁センター

﹁仲裁合意の留意点﹂(一一弁フロンティ

一
弁フロンティア一一六一﹀︑出井直一
樹

発足一五年を迎えた現状と課題

は︑大川宏﹁仲裁センターだよりーーー

弁護士会の仲裁センターについて

喜寛﹁執行免除に関する最近のフラン

裁人倫理規則﹂ (JCA五一・八)︑多

ては︑八代英輝﹁米国仲裁協会の新仲

外国における仲裁・国際仲裁につい

の必須知識﹂(際商三三・三)がある︒

﹁商取引紛争の国際仲裁￨￨日本企業

制度の認定分野と認定基準につい

題からの示唆﹂︑同﹁専門弁護士認定

への視座￨￨アメリカにおける非弁問

へ向けて﹂︑武士俣敦寸法律事務独占

￨ユーザーの選択による﹃質﹄の確保

務の変容とクオリティ・コントロール

おける新たな弁護士活動の方向性を検

する︒中村達也﹁判例から見る仲裁法
める︒

仲裁の実務から考える仲裁教育﹂を収

iク・ノッテジ寸手続上の

﹁書面による通知方法﹂﹁仲裁合意の分

ω j的﹂ (JCA五二・一 5 七)は︑

新仲裁法については︑豊田博昭﹁仲

二六四)がある︒

は生き残れるか﹂(二弁フロンティア

おいて

新報一一一・三 H四)︑胡光

ス判例の動向国際商事仲裁との関連に

造性法律事務員の主要業務についての

て﹂︑仁木恒夫﹁﹃単純﹄事務作業の創

L(

裁法第一四条についての考察﹂(修道
二七・二)は︑仲裁合意の存在を訴え

月の国際私法学会シンポジウムにおけ

国際仲裁については︑二OO四年五

の確保中国国際商事仲裁における証拠

輝﹁国際商事仲裁審理をめぐる実効性

﹁反対尋問における弁護士の役割し︑中

動における弁護士の役割﹂︑豊田愛祥

養成教育の転換﹂︑佐藤彰一﹁法廷活

試論 L︑和田寸司法改革の理念と法曹

L(

却下の理由とする仲裁法一四条にの趣
する︒また︑昨年から連載されてきた

旨をドイツ法の状況を参考にして検討

と暫定的保全措置を中心に﹂(早誌五

村芳彦﹁相談業務と'弁護士﹂︑佐藤鉄

五﹀︑川嶋田郎 H温桂雨訳﹁中国国際
経済貿易仲裁委員会﹃仲裁規則 L・試

男 ﹁ 地 域 社 会 と 弁 護 士 L︑阿部道明

る報告として︑高桑昭﹁渉外的仲裁に

ω

おける法律問題 L(JCA五一・一
一﹀︑中野俊一郎﹁仲裁契約の準拠法

訳 ﹂(法政七一・一一)︑﹁中国国際経

(ジュリ一二七三5七 七 ︑ 二 一 八 O ￨
八 て 一 二 八 三i八五︑一二八七5九

と仲裁法L(JCA五一・一一﹀︑中村

﹁新仲裁法の理論と実務的i 帥完﹀﹂

O﹀が完結した︒第三章(仲裁人)か

いて﹂(際商三三・七﹀がある︒

済貿易仲裁委員会仲裁規則の改正につ

は︑日本弁護士連合会編著﹃弁護士白

連合会﹀が︑弁護士の置かれている状

3 法律家

弁護士とその活動の実態について

﹁企業法務と弁護士﹂などの詰文を含
む
︒

達也﹁国際仲裁における手続上の問
﹁国際仲裁における仲裁地の意味と機

題
﹂ (JCA五一・一一﹀︑道垣内正人
能L(JCA五一・一二)︑安達栄司

弁護士の活動一般について︑和田仁

ともに︑弁護士業務の多様化を特集し

況を統計資料によって明らかにすると

書￨￨二OO四年度版﹄(日本弁護士

す﹄(商事法務)は︑これからの弁護

孝 H佐藤彰一一漏﹃弁護士活動を聞い直

弁護士

ω

いる︒
仲裁に関する教育については︑司法

﹁外国仲裁判断の取消︑承認・執行

ら第一O章(罰則﹀がテ1 マとなって

学部・法科大学院における仲裁教育の

(JCA五一・一二)がある︒
その他︑松浦馨﹁アジア・オセアニ

L

二・四)があり︑中野俊一郎﹁問題提

可能性﹄ワークショップ L(JCA五

アの国際商事仲裁制度活性化方策につ

zrz

起仲裁教育の現状と課題﹂︑
♀
S胃﹁オーストラリアにおける仲裁教

ている︒そのほか︑菅原郁夫﹁ム汁護士

いて(序説)L(JCA五二・一)︑ル

士の役割︑業務形態の変容︑転換期に

育国境を越える提携に向けて﹂︑梁柄

法律時報7
7
巻1
3
号一一210

ると指摘する︒また︑﹁特集/八大法

意義は弁護士と非弁護士とで全く異な

年﹁弁護士の﹃機能﹄と﹃信頼﹄弁護

えるべきかについて考察する︑武井康

﹁社会からの信頼﹂をどのようにとら

る上で﹁依頼者からの信頼

城論/大学院研究年報三二)がある︒

寸司法書士の裁判外の和解代理権

公証人

名

L(

﹁特集/公証人制度の現状と課題﹂

ω

八﹀がある︒個別論文として︑八神聖

法律文

(自正六五・四)に︑江野栄ほか﹁公

および

よび公設弁護士事務所の機能に関する

過疎地域における法律相談センターお

サービスのあり方を求めて

律専門職の役員が語る国民が望む法律

(広島法科大学院論集一)がある︒ま

士職務基本規程の解釈指針として﹂

L

実態調査﹂(名法二O七)︑﹁特集/弁

活動を論じている︒

化一七・三)では︑隣接法律専門職の

L(

護士法人制度利用の実態と展望﹂(自
士会の広報活動﹂(自正五五・一一)︑

正五五・一 O)︑﹁特集/日弁連・弁護

の講義を意識した教材である︑小島武

法曹倫理に関しては︑法科大学院で

相反の問題を論じる︒

処理との関係において︑弁護士の利害

利益相反﹂(今中古稀)は︑倒産事件

た︑安木健﹁倒産処理実務と弁護士の

ツ公証人法に学ぶ﹂があるほか︑古川

証人制度について L︑中山幸二﹁ドイ

人法改正の方向性 L︑樋田誠﹁日本公

正証書の濫用による被害の実態と公証

ω
i
ω
L
(
司 H田中成明 H伊藤員 H加藤新太郎編

﹁共同事務所の理想と現実
一
弁フロンティア二六0 1六二)など一
が
﹃法曹倫理﹄(有斐閣)がある︒高中正

企業と弁護士との関係については︑

L(

公証法

元晴﹁公証業務の現況と展望真の予防

ある︒

外国の弁護士については︑ピlタ1

司法の充実・発展に向けて

・スターン H阪田寿美﹁米国のプロポ

三四)がある︒

(民事法研究会)は︑ケースを中心と

ノの伝統￨￨モリソン・フォ l スタl

彦﹃法曹倫理講義﹄(実務法律講義八)

外国法事務弁護士の事務所のプロボノ

の関係ーーその現状および司法改革に

する法科大学院用の教科書である︒加

阿部道明﹁企業法務の概要と弁護士と

藤新太郎寸コモン・ベーシック弁護士

法政七一・三﹀︑﹁特集

法科大学院における法律家のための

L(

コミュニケーション教育の必要が指摘

伴う将来像
/企業の社会的責任と弁護士の役割﹂

﹁ドイツにおける専門弁護士制度の展

され︑関係の書籍・文献が公表されて

コミュニケーション・交渉学
ーーその歴史と展望﹂(比雑

・サービス﹂(自正五五・一一﹀︑森勇

は︑利害相反︑守秘義務など弁護士倫

三八・二5三八・四)︑顧永忠/小田

開

完﹂(法教二八四

i九五)

倫理

ω
i
ω 完L

理に関わる主要問題を多面的に検討す

ω
i
ω

(自正五六・五﹀︑池永朝昭ほか﹁シン

る︒また︑個別テl マを扱う論文とし
利益相反による職務禁止の適用につい

て︑多数当事者訴訟における弁護士の

革

美佐子訳﹁中国弁護制度の現状と改

太田勝造 H草野芳郎編著﹃ロ l スク

いる︒太田勝造 H野村美明編﹃交渉ケ

ポジウム/企業内弁護士
つ一弁フロンティア二五八j六O) が
司法改革の動きとの関係では︑非常

て論じる︑清水正憲﹁多数当事者訴訟

開﹄(日本評論社﹀は︑司法書士の役

ール交渉学﹄(白桃書房一)は︑ロール

ω
i
ω

ある︒
勤裁判家の現状と課題を示した﹁特集

と弁護士倫理﹂(谷口古稀)︑法的サー

割の拡大をさまざまな面から明らかに

L(

江藤伶泰ほか編﹃司法書士の新展

(谷口古稀)︑弁護士職務基本規程の解

士の倫理弁護士懲戒制度の観点から﹂

二)︑﹁特集/司法書士としての専門家

簡裁代理

司法書士三九

責任と職業倫理﹂(司法書士三九六)︑

加藤新太郎編 H柏木昇 H豊田愛祥 H堀

なロ 1 スクール向けの教科書である︒

ことができるように配慮したユニーク

にして︑法的交渉の理論と実践を学ぶ

科書である︒

ースブック﹄(商事法務)は︑理論編

/非常勤裁判官﹂(自正五六・四﹀︑高

ビスの受け手保護の観点から︑弁護士

する︒そのほか︑﹁特集/司法書士の

立命二九八﹀がある︒

中正彦ほか﹁日弁連の将来像試論弁護

懲戒制度のあり方を論じる︑田謹誠

と実践編からなる﹁交渉﹂に関する教

士人口三万人体制を予測して L (自正

寸法的サービスの受け手の保護と弁護

司法書士

五六・四﹀︑吉川弘人﹁大学教授の弁

ω

護士資格をめぐる諸問題について﹂

プレイング・シミュレーションを中心

(岡山商科大学/法学論叢二ニ)があ

﹁特集/プロポノ活動

﹂(司法書士三九一￨九

り︑堀野出﹁弁護士法七三条の現代的

すべき﹁機能﹂と︑行動規範を考慮す

釈指針という観点から︑弁護士の果た

ωω

意義﹂(谷口古稀)は︑弁護士法七三

L(

条の根拠と構造を検討し︑その現代的

2
1
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4

ズ2﹀は︑(弘文堂)は﹁学としての
法的交渉論﹂の構築をめざす︒加藤新

!シヨン﹄(民事プラクティスシリー

龍見 H佐藤彰一﹃リlガル・ネゴシエ

和徳﹁担保法・民事執行法の改正朗朗

いては︑昨年からの連載である︑松村

平成一五年の民事執行法の改正につ

りやすく概説する︒

ー九四﹀は︑民事執行・保全法をわか

佐伯美保﹁少額訴訟債権執行制度の運

五﹀︑大沢知子 H宮崎謙 H有賀充晃 H

執行手続について﹂(司法書士三九

一一六八﹀︑斎木賢二﹁少額訴訟債権

における裁判所書記官の役割﹂(判タ'

事項について︑佐藤満﹁民事執行手続

る基礎理論の試みハ学会報告﹀﹂(民訴

村長美﹁﹃第三者の執行担当﹄に関す

その他︑理論的な考察としては︑下

会
﹀ L︿判タ一二ハ八﹀︑花元彩﹁面接
交渉の間接強制 Lがある︒

強制の現在と将来(訴訟理論研究

ての民事執行執行官の役割を中心に

五一﹀︑西川佳代﹁関係調整の場とし

完﹂(銀法六三九 1 四O) が︑短期賃

用イメージ

佐藤彰一﹃リlガル・ネゴシエ l シヨ

U有賀充晃﹁少額訴訟債権執行制度の

太郎編 H柏木昇 H豊田愛祥 H堀龍見 H
貸借保護制度の廃止と動産競売制度の

概要東京簡易裁判所の運用について﹂

る平成一五年改正担保・執行法の運用

(司法書士三九九)︑東京地方裁判所民

七﹀︑嶋拓哉﹁証券のペーパーレス化

寸実体異議と実体抗告﹂(金判一二O

(学会報告ど(民訴五一)︑山本和彦

判タ一一六九)︑行田豊
L(

ン﹄(民事プラクティスシリーズ 2)
は︑三輪和雄寸東京地方裁判所におけ

L

改正を扱う︒実務への影響について

L (司法書士

の構築をめざす︒寸特集/法律家とし

(弘文堂﹀は﹁学としての法的交渉論
てのコミュニケーション

と民事執行・保全手続凶同(際商三二

事執行センター﹁平成一六年民事執行
法改正ω不動産競売手続の受付・配当

.
一Ol‑‑ ﹀がある︒内山街次﹁執

民訴五一﹀︑大津剛志﹁平成一

五年担保・執行法により新設された手

状況

段階︑少額訴訟債権執行﹂(金法一七

︿金法一七三七﹀︑官正俊 H和田健司

手続の物件明細書作成・売却段階

外国の手続については︑天聡﹁ドイ

執行官による分割弁済金の取立制度を
立法化すべきであるとする︒

L(

の交渉力を高めるために ︑津田尚広

三八九)が︑野村美明﹁法律家として

民事法情報二二二)︑

L

佐藤歳二寸不動産競売における買受人

続を巡る動向

行官による分割弁済の許容﹂(福永古

︑大沢恒夫﹁交
﹁交渉の現場において L

の占有確保平成一五年法改正等による
影響について﹂(曹時五七・二﹀︑宮崎

ツにおける民事執行手続の改正の動き

稀)は︑ドイツ法を手がかりとして︑

謙﹁明渡猶予制度と引渡命令を巡る若

﹁新しい不動産執行手続における裁判

￨￨ワーキンググループ報告書の概

L(

渉と対話﹂︑田中圭子﹁当事者間コミ

三五﹀︑角井俊文 H小川理佳﹁平成一
六年民事執行法改正ω￨￨不動産競売

のかかわり﹂︑永田康光寸司法書士と

干の実務上の問題点﹂(判タ一一七

裁判所書記官の権限とされた事項を中

所書記官の事務の流れ旧同￨1新たに

ュニケーションにおける第三者として
しての要求されるコミュニケーション

四﹀︑稲田和也﹁競売建物の明渡し猶

要﹂(商事一七一九)がある︒

改正については︑小野瀬厚 H原司 H寺
岡洋和 H荒川方彰﹁民事関係手続の改

五年・二ハ年の法改正の意義と問題点

銭債権に基づく執行に配慮した平成一

は︑少額金銭債権や扶養義務に係る金

ける少額金銭債権の保護﹂(民訴五一)

木比呂志司会﹁座談会/仮の地位を定

化について︑高橋宏志 H安西明子日島
川勝目那須弘平 H小山稔 H西口元日南

仮の地位を定める仮処分の特別訴訟

6 民事保全法

L

技術﹂を掲載している︒

予制度と建物賃借入の保護﹂(判タ一

心に﹂(金法一七四一￨四二)などが

5 民事執行法

一六O)︑赤影﹁財産開示手続の実務

ある︒また︑上原敏夫﹁執﹁包子続にお

善のための民事訴訟法等の一部を改正

を検討する︒

平成一六年の民事執行法・同規則の

一年﹂(金法一七一三ハ﹀などがある︒

行・保全法概説(第二版増補二版ど

する法律の概要最低売却価額制度の見

二﹀は︑仮の地位を定める仮処分の本

める仮処分の特別訴訟化その現状と禾
釆(現代民事法研究会ど︿判タ一一七

(弘文堂)︑三谷忠之﹃民事執行法講

(有斐閣﹀︑伊藤長 H上原敏夫 H長谷部

直し等﹂(金法一七二八)︑榎本光宏

田修 H伊藤長(司会﹀﹁座談会/間接

春日偉知郎 H松下淳一 H山本和彦日森

教科書類として︑小林秀之 H角紀代
恵﹃わかりやすい担保・執行法改正﹄

由起子編﹃民事執行・保全判例百選﹄

﹁平成一六年改正民事執行規則の概説﹂

義﹄(成文堂﹀︑中野貞一郎編﹃民事執

別冊ジュリスト(有斐閣)がある︒ま

(NBL八O 三)のほか︑個々の改正
L(

間接強制については︑加藤新太郎 H
法教二九一

た︑雑誌連載であるが︑栂差口夫﹁民事
執行・保全法ωiω完
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案訴訟代替化(特別訴訟化)につい
て︑その位置づけと根拠︑今後の可能
性などを論じる︒この座談会に対する
誌上参加という形で︑山本和彦﹁仮の
地位を定める仮処分の特別訴訟化につ
いて手続保障論に対する根本的な問い
かけ﹂︿判タ一一七二)は︑実質的な
対論が保障されればよいという議論に
対する疑問を提示する︒同様に誌上参
加として︑井上治典寸仮の地位を定め
る仮処分の理論化への視点﹂︿判タ一
一七二)は︑審理の実体の具体的な検
証と被保全権利・保全の必要性の実証
的な検証が必要であるとして︑手続の
内実を直視すべきであるとする︒これ
らの議論を踏まえて︑瀬木比呂志寸仮
の地位を定める仮処分の特別訴訟化論
の新たな展開﹃選択的特別手続指向
論﹄を背景として L (判タ一一七九﹀
は︑仮の地位を定める仮処分を通常の
民事訴訟との選択・前置の手続として
の特別手続と位置づけ︑仮の地位を定
める仮処分の中で生成中の権利が認知
されるという点を重視しつつ︑民事手
続全体を見渡す広い視野で考えること
が必要であるとする︒
萩屋昌志﹁仮処分の方法と民事訴訟
法二四六条﹂(福永古稀)は︑仮処分
に関して︑裁判所は﹁仮処分命令の申
立ての目的﹂に拘束されるが︑保全命

う観点から民事再生・会社更生・破産
の三法の位置づけや運用を考察する︒
同﹁裁判外倒産処理と法的倒産処理の

抵当権と根譲渡担保権)設定者・債務
者・物上保証人に破産・会社更生・民
事再生の各手続が開始した場合の法律

る処遇を検討する︒山本克己﹁倒産処

は︑新倒産法制における倒産債権の優
先順位ルl ルについての概観を基礎に
して︑不法行為債権の倒産手続におけ

リティに関する実体法と手続法の組踊
不法行為債権を念頭に﹂(今中古稀﹀

価額算定基準などについて検討する︒
また︑松下祐記﹁倒産債権のプライオ

財人が財産返還に代えて︑当該財産の
価額から財団債権となる額を控除した
額の償還を請求できる制度の立法の経
緯を概観し︑実務上の観点から︑価額
償還請求権行使の基準・方法・時期︑

は︑フルペイアウトのファイナンス・
リl ス︑転リl ス︑ゴルフ会員契約の
倒産手続上の扱いを論じる︒田原睦夫
﹁詐害行為否認と価額償還請求﹂(今中
古稀﹀は︑詐害行為否認の場合に︑管

と双方未履行の双務契約﹂(今中古稀﹀

の視点から担保権の不可分性の限界に
ついて考察する︒東畠敏明寸倒産手続

おいて︑新倒産法制における担保権消
滅請求制度を理論的に分析し︑倒産法

関係を検討している︒山本和彦﹁担保
権消滅請求制度について担保権の不可

令の具体的内容については債権者の申
立てに拘束されないとする︒そのほ
か︑中村彰吾﹁特許・実用新案権民事
L(

パ

仮処分における﹃保全の必要性﹄
テント五七・一 O﹀がある︒

分性との関係を中心に﹂(今中古稀)
は︑担保権の不可分性原則との関係に

た︑高木新二郎﹁早期事業再生に関わ
る弁護士の役割L(NBL八O四﹀︑個
人の更生を検討した︑滝浮孝臣﹁個人
債務者の経済的な更生手続とその選択
の適否 L (金判三二八﹀がある︒
その他︑個別問題を扱ったものとし
て︑田原睦夫﹁倒産手続と根担保﹂
(谷口古稀﹀は︑債務者兼担保権(根

事業再生をめぐる諸問題﹂(今中古
稀﹀︑関与する弁護士の観点から論じ

(今中古稀﹀︑地方における中小企業の
再生手続の基本と︑事業再生手法につ
いて述べる︑松嶋英機寸地方における

り方を検討する︑中村清﹁倒産手続に
おけるスポンサー募集上の留意点 L

再建型手続一般については︑再建型
倒産手続におけるスポンサー募集のあ

経済活動の確保に向けた倒産法制改革
の基本的視点﹂(クレジット研究三
二)︑上野保﹁企業倒産時における個
人情報保護その実情と個人情報保護法
施行下の実務﹂ (NBL七九三﹀があ
る︒‑

関係﹂(今中古稀)は︑関係者の合意
を基礎とする企業倒産処理の試み︑私
的整理と法的倒産処理の連携について
論じる︒その他︑伊藤田県寸健全な市場

ω

7 倒産処理法
倒産法全般
小梁吉章司倒産法講義﹄(信山社﹀
は︑寸倒産法と経済社会﹂という副題
が示すように︑金融・経済の観点を積
極的に取り入れて倒産法を概観してい
る︒山本和彦司倒産処理法入門︿第二
版ど(有斐閣)は︑現在の倒産処理の
全体像を示す教科書の改訂版である︒
論文集としては︑田頭章一﹃企業倒
産処理法の理論的課題﹄(有斐閣﹀が
あり︑今中利昭先生古稀記念論文集
﹃最新倒産法・会社法をめぐる実務
上の諸問題 L (民事法研究会﹀は︑﹁第
一部倒産法 L に倒産法関係の論文を収
める(﹁今中古稀 Lと略すJ︒
倒産法全般に関する個別論文とし
て︑最近の法改正によって到来した
寸倒産四法時代﹂の倒産法の体系化を
試み︑倒産法の基本理念は不変である
とする︑今中利昭﹁新倒産法体系 L
(甲南法務研究一)がある︒佐藤鉄男
寸倒産三法における機関の位置づけ﹂
(福永古稀)は︑倒産手続の機関とい

213一一民事訴訟法

ω
i
ω

完

金法

L(

一七一三 j=一七﹀は︑免責︑破産債権

編﹁破産法が変わる

の届出・調査・確定︑債権者集会と情

主として担保権の処遇という観点か

報の開示︑労働債権︑租税債権︑別除

理手続の開始による債権者代位訴訟の

権︑非典型担保の取扱い︑否認︑賃貸

り︑新破産規則については︑花村良一
﹁破産規則の制定﹂(ジユリ一二八

借︑双方未履行双務契約︑請負︑継続

ω
法律の整備等に関する法律﹄の解説
ω完﹂(民月六0 ・ニー三)などがあ
一)︑同﹁破産規則の概説L(NBL七

ら︑英国倒産法に対する米国連邦倒産

九六﹀などがある︒

法の影響について論じる︒宮川聡﹁倒
産法と担保権﹂(福永古稀)は︑スコ
ットランドにおける浮遊担保権をめぐ

に則して﹂(今中古稀)は︑転用型の

る議論と倒産法改正を紹介する︒

中断・受継￨￨本来型と転用型の区別

は︑被保全債権の倒産法上の扱いによ

破産・民事再生・会社更生の各手続に
破産法(第三版ど(弘文堂)がある︒

版ど(有斐閣)︑徳田和幸﹃プレップ

最近の法改正に伴って改訂された教
科書として︑伊藤長﹃破産法(第四

法の基本構造と実務 ω j仰 L (ジユリ
一二八四︑一二八六︑一二八八︑一二

がある︒同じく︑伊藤長ほか﹁新破産

会﹀ほか寸座談会/新しい破産法と金
融実務国間﹂(金法一七一三￨一四)

個別の問題では︑自由財産拡張制度

示︑破産者等の説明義務︑配当︑債権

おけるさまざまな財産の評定手続・評

九二︑二一九四︑二一九六︑一二九

に関して︑茨木茂﹁新破産法の自由財
産拡張制度について﹂ (NBL八 O

的給付契約︑ネツティング︑財産開

価指針・評価方法等について検討す

(商事法務)︑藤原総一郎編﹃改正破産

新破産法に関するものとしては︑小
川秀樹編﹃一問一答新しい破産法﹄

八︑一三OO﹀は︑総論︑手続問の移

五﹀︑小松陽一郎 H野村剛司﹁新破産

座談会の形式で︑新法の解釈や運用

る︒山本弘﹁現行倒産法制における営

法と金融実務﹄(銀法六三七増刊)︑東

行︑総則︑破産手続開始の申立て︑保
全処分︑破産手続開始の効果︑破産管

法下の同時廃止および自由財産拡張の

破産

・会社更生・民事再生の各法制下での

業譲渡の規律﹂(福永古稀﹀は︑破産

京弁護士会編﹃入門新破産法新しい手

財人︑債権者集会︑債権者の利益を代

ω

債権者代位訴訟において︑倒産手続の
開始によって訴訟中断が生じるか否か
って決まるとする︒中井康之﹁倒産手

営業譲渡に関する規律とその問題点を

続の理論と実務旧同﹄(ぎょうせいて

表する手続機関︑破産債権の届出・調

規則・改正民事再生法等の解説(研修

査・確定︑労働組合等の手続関与等︑

一七四一)︑仙台地方裁判所第四民事

運用状況全国調査の結果報告し(金法

考察である︒

(銀法六四O)も実務家の観点からの

(NBL七八九5七九五︑七九八5 八
0 0︑八O二﹀︑﹁新破産法の運用 L

げる︒寸新破産法の実務展望 ω j凶
﹂

型手続の倒産犯罪︑手続移行を取り上

論じる︒中島弘雅﹁営業譲渡による倒

東京弁護士会弁護士研修センター運営

を論じるものとして︑田原陸夫(司

産処理と労働者の権利保護￨￨再建型

委員会編可新破産法￨￨破産法・破産

続における財産評定﹂(今中古稀)は︑

は︑再建型企業倒産手続で倒産会社の

企業倒産手続を中心に﹂(谷口古稀)
事業再建が営業譲渡方式で行われる場

﹁特集/破産法改正と倒産実体法の
見直し﹂(ジュリ一二七三﹀は︑新法

拡張制度の運用マニュアル￨￨自由財

地方裁判所における自由財産の範囲の

部自由財産拡張問題研究チl ム﹁仙台

破産財団を扱'っ︒
る︒新法の解説として︑小川秀樹ほか

新破産法に関しては多数の文献があ

叢書四四ど(商事法務)などがある︒

金﹂(金判一一九九﹀は敷金の扱いを

の趣旨・解釈について総合的に検討し

一八九八﹀がある︒

産拡張手続利用ハンドブック﹂(判時

完﹀﹂ (NBL

﹁破産管財人による任意売却と担保権
消滅をめぐる実務上の問題点﹂ハ今中

ω
i
ω

﹁新破産法の解説

を検討する︒山本和彦﹁倒産手続と敷

合の労働者の権利保護に関わる諸問題

L

(自正五五・一二)︑﹁特集/改正破産
法の実務﹂(ひろば五七・二一)など

古稀﹀は︑破産財団に属する財産上の

担保権消滅制度に関して︑多比羅詰
の特集号がある︒
実務的な観点からの新法の検討とし

ている︒その他︑寸特集/破産法改正

完﹂

を中心に﹂(金法一七一一一i 一一一﹀小

ωiωl上元金融実務に関連する項目

ω
i
ω

川秀樹﹁新破産法の解説

(民月五九・一O￨一一︑六0 ・一﹀︑
菅家忠行﹁﹃破産法の施行に伴う関係

て︑全国倒産処理弁護士ネットワーク

七八八1九七)︑同﹁新破産法の概要

論じる︒
外国の倒産法については︑アジアの
法制を論じる︑池田辰夫﹁アジアにお
ける企業倒産法制の改革と展望 L (福
永古稀﹀があり︑倉部真由美﹁イギリ
スにおける倒産文化のアメリカ化担保
権の処遇の観点から﹂(福永古稀)は︑

法律時報7
7
巻1
3
号一一214

担保権を消滅させて︑当該財産を任意
売却する場合の実務上の問題と︑ロー
ン活用のスキl ムについて検討する︒
ほかに︑勝田信篤﹁倒産法改正が賃料
債権の流動化に与える影響破産法六三
条の削除と担保権消滅請求制度﹂(清
和二・二﹀︑﹁全銀協通達司新破産法
における担保権消滅制度に係る買受申
出保証用の支払保証委託契約書ひな型

否認権および相殺禁止規定に導入され
たτ
支払不能﹄基準の検証事項につい

H三)︑同﹁破産法五九条の改正と
一
一
ライセンサー破産の場合におけるライ
センシl の保護﹂(同前)はライセン

ス契約を扱う︒中西正﹁双方未履行双
務契約の破産法上の取り扱い﹂(谷口
古稀﹀は︑双方未履行の双務契約に関
する破産手続上の扱いの趣旨を︑対価
関係保護の根拠︑および︑管財人の履
行・解除の選択権の根拠という観点か
ら検討する︒
そのほか︑杉本和土﹁破産における
﹃現存額主義﹄と一部弁済処遇の関係

しに関する要綱試案(平成二ハ年七月
二ハ日法制審議会倒産法部会決定ど
(金法一七一五)︑日本大学法学部民事
法・商事法研究会﹁﹃特別清算等の見

ω

直しに関する要綱試案﹄に関する意見
四
﹀
募集﹂に対する意見 L (日法七0 ・
がある︒

民事再生法
法改正について︑大寄麻代﹁民事再
生規則等の一部を改正する規則の制
定﹂(ジュリ一一一八一﹀がある︒
担保権消滅制度については︑徳田和
幸﹁民事再生法上の担保権消滅請求と
ファイナンス・リース契約﹂(曹時五
七・六)︑田中百一﹁担保権消滅請求制
度の経済分析
ーー完民事再生法に

等について﹄の概要﹂(金法一七三O﹀
がある︒穂刈俊彦﹁新しい破産法と担
保不動産流動化手法﹂(金法一七二

に関する覚書
﹂(早研一一一一l 一
三)︑冬木千成﹁新破産法と租税徴収
の実務﹂(金法一七二九)︑高村隆司
﹁新破産法と M&AL(金 法 一 七 三

おける担保権の制約の意義と問題点

ωω

の改正による実務の変更点﹂(今中古
稀)は︑新破産法による偏頗行為否認
の改正の概要とその実務上の影響につ

O﹀︑吉元利行﹁同時廃止と継続的給

て﹄の概要﹂(金法一七二八﹀がある︒
否認権については︑小川秀樹日川田
悦男 H田原睦夫 H三上徹 H山本克己司
会﹁討論会/新破産法と否認の実務凶
同開﹂(金法一七二九i 一七三一﹀︑釜
田佳孝﹁新破産法下における任意売却
と否認権﹂(金判一二O 一二﹀宮川不可
止﹁破産法改正に伴う無償否認制度に
ついて凶同￨￨同族会社代表者の保証
の検討を中心に L (銀法六四七︑六四
八)がある︒増田勝久寸偏頗行為否認

六)︑小原将照﹁新破産法における抵
当権付債権を有する者の取扱い不足額
責任主義と宣告時現存額主義の交錯﹂
(民研五七一)も担保権の処理につい

いて論じる︒停止条件付債権譲渡に対

部弘志﹁ゴルフ場事業者の再生手続に

て﹂(今中古稀)は︑民事再生手続の
中で債権者平等原則が問題となる場合
について具体的に検討する︒また︑服

渡担保と民事再生手続上の中止命令﹂
(谷口古稀)が︑最近の下級審裁判例
を素材にして︑民事再生手続における
集合債権譲渡担保権に対する実行中止
命令の可否と要件を検討する︒
債権者の処遇について︑辻川正人
﹁再生計画における債権者平等につい

保権については︑伊藤長﹁集合債権譲

ωω

て論じる︒担保権の処理に関して︑徳

(NBL七九九︑八O 一﹀がある︒担

徹雄﹁賃貸借契約と破産﹂(福永古稀)
は︑新破産法の下での建物および建物
所有目的での土地賃貸借契約の取扱い
を論じる︒山本研﹁破産管財人による

特別清算
法制審議会﹁資料/特別清算の見直

ω

L

田和幸﹁破産手続における動産売買先
取特権の処遇 L (今中古稀﹀は︑新破
産法の下での動産売買先取特権の取扱
いを検討する︒また︑宮崎裕二﹁破産
管財人による在庫処分の障害動産売買
先取特権と商事留置権﹂(法時七七・

付に対する強制執行 L (金法一七三
八﹀︑多比羅誠﹁破産手続のすすめ事
業再生の手法としての破産手続﹂ (N
B L八二一)︑田中輝大﹁新破産法の
デリパティプ取引への影響﹂(際商三
三・四)などがある︒釜田佳孝﹁新破
産法下における破産管財人の異議とそ
の撤回について﹂(今中古稀﹀︑新破産

九)がある︒
支払不能の概念について︑松下淳一
﹁新たな否認権と相殺制限の理論的根
拠﹂(今中古稀)は︑支払不能基準の
理論的根拠を考察し︑支払不能の具体

ライセンス契約の処理とその帰趨 L
(国土舘大学/最先端技術関連法研究

法の下での破産管財人のさまざまな場
面での異議とその撤回の許否︑撤回の
時的限界について考察する︒

する否認権行使については︑山本和彦
﹁停止条件付債権譲渡と否認権￨￨最
判平成一六・七・二ハの検討を中心
に
﹂ (NBL七九四)︑長江﹁停止条件
付集合債権譲渡担保への否認権行使﹂
(金法一七一九)がある︒
継続中の契約の処理に関して︑矢吹

的内容について検討する︒また︑川田
悦男﹁全銀協通達﹃新破産法において
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伊藤長 H松下淳一 H山本和彦編﹃ジ
ユリスト増刊新会社更生法の基本構

ωiω完﹂(彦論三五一︐・ 3五一二)︑ま
た︑遠藤賢治﹁ウズベキスタン共和国

の新倒産法と企業売却﹂(早比三八・

(たなべ・まこと

広島大学教授)

最後に︑二O O五年一 O月五日に急
逝された井上治典先生のご冥福を心か
らお祈り申し上げます︒

握については︑偏りや誤解があるので
はないかとおそれている︒また︑自分
の視野の狭さを改めて痛感している︒

当であり︑文献の選択および内容の把

以上で︑二O O五年の学界回顧・民
事訴訟法を終える︒今回が初めての担

おわりに

アの倒産法改董革ヤご﹂(民商一
がある︒

ンドネシアについて︑ヒクマハント.
ジユワナ/小塚荘一郎訳﹁インドネシ

(際商三三・四5七﹀︑ベトナムについ
て︑金子由芳﹁ベトナムの新破産法の
特色について L (際商三二・一二︑イ

ついて﹂(福永古稀)は︑会社更生計
画で広く用いられる処分連動方式の理
論的な問題点と︑その将来について論

究﹂(今中古稀﹀は︑いずれも豊富な
実務の経験を踏まえた︑会社更生計画
に関する実践的考察である︒相浮光江

二)がある︒
アジアでは︑韓国について︑金祥沫

造と平成一六年改正﹄(有斐閣)は︑
﹁研究会会社更生法の基本構造﹂(ジ
ユリスト一二五二5六四)と﹁平成一
六年会社更生法改正のポイント﹂と題
する重要箇所の解説を収録する︒鹿子
木康﹁東京地裁における会社更生事件
の実情と課題﹂ (NBL八O O﹀は︑
実務の現状と課題を指摘する︒
田原睦夫﹁DIP型会社更生事件の
管財人の欠格事由﹂(福永古稀)は︑
会社更生法六七条三項が定める管財人

寸計画外の営業譲渡﹂︿今中古稀﹀は︑

じる︒同﹁更生計画の認可決定後の変
更し(谷口古稀)は︑更生計画認可決

の欠格事由につき︑立法の経緯および

会社更生手続を中心として企業再建の
ための営業譲渡について考察する︒
ω外国の倒産処理法
米国の倒産法については︑中島弘雅

﹁統合倒産法の制定についてωiω完﹂

裁判例を踏まえて検討する︒
債権者の処遇について︑伊藤長﹁船
舶共有制度と会社更生法上の双方未履

日村田典子﹁アメリカのプレパッケー
ジ型倒産手続について﹂(際商三三・
一﹀︑植本幸子﹁アメリカ原状回復法
における優先的取戻しωω￨￨完連邦

定後に当該計画を変更する場合の利害

れ︑管財人が船舶共有契約の履行を選
択した場合に︑船舶共有者が共有事業
者に対して有する船舶使用料債権︑共

倒産事例における擬制信託 L (北法五
六・一ー一一﹀がある︒
欧州では︑英国について︑小原将照
﹁倒産専門家制度について￨￨イギリ
スにおける倒産実務家制度を参考にし

おける会員債権者の処遇と債権者平等
の原則￨￨東京高裁一六民事部平成一
六年七月二三日決定を契機として﹂
(今中古稀)は︑高裁決定を契機にし
て︑民事再生手続におけるゴルフ事業
の会員債権者の処遇について考察す
る
︒
そのほか︑山本克己﹁民事再生法上
の否認権者と訴訟手続 L (福永古稀)
は︑民事再生法の下での否認権者につ
いての規律に関する訴訟手続上の諸問
題を論じる︒高田賢治﹁DIPの法的
地位公平誠実義務を負う主体とは誰
か L (今中古稀)は︑再生債務者と公

有期間満了時の持分譲渡代金債権が会
社更生法六一条四項の共益債権になる
かを検討する︒また︑加藤慎﹁マイカ
ル会社更生手続における社債の取扱い
債権の届出と議決権行使に関する実務

て﹂(岡山商科大学/法学論叢一三)︑
フランスについて︑能登真規子﹁フラ
ンス倒産法における保証人の法的地位

関係人の地位および手続規律について
検討する︒四宮章夫﹁更生計画の実証
的研究﹂(今中古稀﹀および︑池田清
寸更生計画案の変更をめぐる実証的研

平誠実義務との関係に着目して︑再生
債務者概念の学説状況を整理する︒今
泉純一﹁監督委員に関する若干の考
察﹂(今中古稀)は︑民事再生手続の
監督委員の経験に基づき︑制度の運用
に関する諸問題を考察する︒赫高規
﹁再生債権認否書および再生債権者表
をめぐる諸問題﹂(今中古稀﹀は︑民
事再生手続における再生債権認否書・
再生債権者表の制度をめぐる実務上の
諸問題を検討する︒また︑具体例に基
づく検討として︑佐藤崇文﹁民事再生
法における管財人の権限介護老人保健

的課題﹂ (NBL七九九)がある︒
更生計画について︑松下淳一﹁更生
計画におけるいわゆる処分連動方式に

部

行双務契約性﹂(今中古稀)は︑船舶
の共有事業者に会社更生手続が開始さ

施設の事業再生事例を素材に﹂ (NB
L八O九)がある︒
刷会社更生法

四
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