
　日本の近代的な民事訴訟法と民事訴訟法学

は、明治 23 年の民事訴訟法の制定から始まる

といってよい。もちろん、明治維新後、部分的

に欧米の制度を参考にした民事訴訟手続が存在

したが、それは一定の原則に基づくものではな

かった。明治政府は、江戸幕府が欧米諸国と締

結することを余儀なくされたいわゆる不平等条

約を改定し、治外法権を排除し関税自主権を回

復するために、近代的な法制度を整備する必要

に迫られた。

　本シリーズは、明治期における民事訴訟法の

継受から、戦後の民事訴訟法の改正までの民事

訴訟法立法史を扱い、必要に応じて条約改定交

渉との絡み合いに注意を払いつつ、明治期にお

ける民事訴訟法継受の過程を明らかにする。と

りわけ、テヒョー草案関係の資料はこれまで所

在すら明らかでなかったものであり、大正 15

年改正民事訴訟法についても、改正作業の際、

法律取調委員会幹事または民事訴訟法改正調査

委員として、さらに司法省民事局長としてこれ

に関与された池田寅二郎氏が保存され、その後

ご遺族により東京大学に寄贈された立法関係資

料（「池田寅二郎関係文書」の中の「民事訴訟法関係書類」）

を収録することができた（現在、法務図書館にも存

在しない重要なものが含まれている）。同様に、明治

36 年法典調査会の民事訴訟法改正案の関係で

は、法典調査委員であった田部芳氏のご遺族が

東京大学に寄贈された資料の中の同改正案に関

係するものを収録することができ、昭和 23 年

民事訴訟法改正の際、ＧＨＱと日本側担当者と

の間の協議内容を記載した資料なども発見・収

録した。
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《本書の内容》

第 1部　テヒョー草案の成立

第 1章　テヒョー草案の成立の経過

1　条約改正問題

2　民事訴訟法制定への機運

3　伊藤博文とヘルマン・テヒョー

4　いわゆるテヒョー草案の成立過程

5　テヒョー草案

6　テヒョー草案のその後

第 2章　収録資料の解説

第 2部　テヒョー草案関係資料（Ⅰ）

Ⅰ　テヒョーの起草と「訴訟規則取調委員会」
〔資料1〕テヒョー『訴訟規則原按　完』（明治18年2月）

〔第 1編　裁判所〕

　第 1章　裁判権

　第 2章　検事ノ立会

　第 3章　裁判所管轄

　第 4 章　裁判所ノ管轄ニ付キ人民相互ノ約束

ヲ為スコト

　第 5章　裁判官ノ忌避

第 2編　原被告

　第 1章　起訴ノ能力

　第 2章　訴訟関係人

　第 3章　他人ノ訴訟ニ干渉スルコト

　第 4章　訴訟代理人及ヒ差添人

　第 5章　訴訟費用

　第 6章　無力者ノ猶予

第 3編　訴訟一般ノ条規

　第10章　裁判所ノ公行及警察

　第11章　裁判所ノ言語

　第12章　書類ノ体裁

　第13章　送達

　第14章　定期及期限

第 4編　初審裁判手続

　第 1章　始審裁判所

　　第 1節　書類ノ交換

　　第 2節　口頭対審

　　第 3節　立証通則及立証後ノ対審規則

　　第 4節　書類

　　第 5節　証人

　　第 6節　鑑定人

　　第 7節　検証

　　第 8節　原被告ヲ証人トシテ訊問スルコト

　　第 9節　証拠ヲ確実ニスルコト

　　第10節　裁判

　　第11節　欠席裁判

　第 2章　治安裁判所ノ訴訟手続

民事訴訟法〔明治編〕（1） テヒョー草案Ⅰ
〔日本立法資料全集191〕

本体40,000円 +税

ISBN978-4-7972-4301-7

菊変・上製・516 頁

江戸幕府が欧米列強と締結したいわゆる不平等条

約を改定することは、明治維新政府の最重要課題

であり、悲願でもあった。その改正のためには、

日本が近代的法制度を整備することは必要不可欠

なことであった。本書は、法制度整備のためのお

雇い外国人であったドイツ人法律家ヘルマン・テ

ヒョーの提案に基づき作成され、その後の日本民

事訴訟法に大きな影響を与えることとなった「テ

ヒョー草案」を収載した。

《編著》
松本博之・徳田和幸



　　第 1節　通常手続

　　第 2節　弁償手続

　　第 3節　和解手続

第 5編　上訴

　　第 1節　控訴及再審

　　第 2節　控訴ニ特別ノ規則

　　〔第 3節　上告〕

　　第 4節　再審

　　第 5節　故障ヲ申立ルコト

第 6編　特別ノ訴訟種類

　　第 1 節　書面手続ノ後ニ口頭対審ヲ開クコト

　　第 2節　為替手形及約束手形ノ訴訟

　　第 3 節　差押（仮差押）及差押ニ類スル仮処分
（差留）

〔資料2〕『テヒヤウ氏訴訟規則修正原按』
第 1編　裁判所

　第 1章　裁判権限（物件ニ関スル管轄）

　第 2章　裁判所ノ管轄（場所ニ関スル管轄）

　　第 1　普通裁判管轄

　　第 2　特別裁判管轄

　　第 3　数多ノ裁判管轄ノ撞着

　　第 4　物ニ付テノ裁判管轄

　　第 5　上級裁判所ヨリ管轄裁判所ヲ定ムル事

　第 3 章　裁判所ノ管轄ニ付キ訴訟人ノ認諾及

ヒ非管轄裁判所ノ審理ノ結果

　第 4章　裁判所官吏ノ回避及ヒ忌避

　第 5章　検察官ノ立会

第 2編　訴訟人

　第 1章　訴訟能力

　第 2章　共同訴訟

　第 3章　訴訟参加

　第 4章　訴訟代人及ヒ付添人

　第 5章　訴訟費用及ヒ其保証

　第 6章　無資力者ノ費用償納猶予

第 3編　審理手続ノ通則

　第 1章　裁判官一般ノ職事及ヒ訴訟ノ整理

　第 2章　口頭ノ審判及ヒ書類ノ準備

　第 3章　審判ノ公行及ヒ法廷取締

　第 4章　裁判所ノ用語

　第 5章　判決ノ宣告及ヒ送達ノ手続

　第 6章　期日及ヒ期限

　第 7章　記録

第 4編　初審ノ裁判手続

　第 1章　始審裁判所ノ通常手続

　　第 1節　起訴及ヒ之ニ関スル裁判官ノ命令

　　第 2節　口頭対審ニ至ル手続

　　第 3節　口頭対審

　　第 4 節　立証通則、立証及ヒ立証後ノ口頭対審
　　第 5節　証人

　　第 6節　鑑定人

　　第 7節　証拠書類

　　第 8節　臨検

　　第 9 節　原被告本人ヲ証人トシテ質問スル事

　　第10節　証拠ヲ確実ニスルコト

　　第11節　裁判

　　第12節　欠席裁判及ヒ欠席審理

　第 2章　治安裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　通常手続

　　第 2節　催促命令手続

　　第 3節　勧解手続

第 5編　上訴

　第 1章　通則

　第 2章　控訴

　第 3章　上告

　第 4章　再審

　第 5章　抗告

〔資料3〕『テヒヤウ氏訴訟規則修正原按第六編及第七編』
第 6編　特別訴訟

　第 1章　書面論究

　第 2章　為替ニ関スル訴訟

第 7編　強迫執行

　第 1章　通則

　　第 1節　強迫執行実施手続

　　第 2節　使吏ノ施行吏タル職務

　第 2章　金円ノ請求ニ関スル強迫執行

　　第 1節　動産ニ関スル強迫執行

　　　第 1款　有形動産ニ関スル強迫執行

　　　第 2 款　請求権及ヒ他ノ財産権ニ関スル

強迫執行

　　　第 3款　配当手続

　　第 2節　不動産ニ関スル強迫執行

　　　第 1款　強迫糶売

　　　第 2款　強迫管理

　　第 3節第 1款　船舶ニ関スル強迫執行

　第 3章第 1節　金円ニ関セサル請求権ノ強迫執行

　第 4章第 1節　差留及ヒ仮差留

〔資料4〕『哲憑氏訴訟規則翻訳原案修正　完』
第 1編　裁判所

　第 1章　裁判所ノ権限（事件上裁判所ノ権限）

　第 2章　裁判所ノ管轄（土地上裁判所ノ権限）

　　第 1　普通裁判管轄

　　第 2　特別裁判管轄

　　第 3　数個ノ裁判管轄ノ撞着

　　第 4　物件上裁判管轄

　　第 5　上級裁判所権限ヲ有スル裁判所ヲ定

ムルコト

　第 3 章　裁判所権限ニ付テノ契約及権限ヲ有

セサル裁判所ノ裁判手続ノ結果

　第 4章　裁判所職員ノ禁止及忌避

　第 5章　検事ノ参与

第 2編　原被告

　第 1章　訴訟能力

　第 2章　訴訟仲間

　第 3章　訴訟ニ他人ノ立入ルコト

　第 4章　訴訟代人及付添人



　第 5章　訴訟費用及保証

　第 6章　受救権

第 3編　裁判手続ニ付テノ通則

　第 1章　一般ニ裁判官ノ行務及訴訟ノ整理

　第 2章　口頭上審問及準備書面

　第 3章　裁判手続ノ公行及法廷警察

　第 4章　裁判所ノ言語

　第 5章　裁判ノ言渡及送達手続

　第 6章　裁判期日及期限

　第 7章　裁判書類

第 4編　始審裁判手続

　第 1章　地方裁判所ノ通常裁判手続

　　第 1 節　訴訟ノ提起及之ニ関スル裁判官ノ

命令

　　第 2節　口頭上審問ニ至ルマテノ裁判手続

　　第 3節　口頭上審問

　　第 4 節　証拠採証及ヒ採証後口頭上審問ニ

付テノ通則

　　第 5節　証人証拠

　　第 6節　鑑定人ヲ以テスル証拠

　　第 7節　証書ヲ以テスル証拠

　　第 8節　検証ヲ以テスル証拠

　　第 9 節　原被告ヲ証人トシテ尋問スル事ヲ

以テスル証拠

　　第10節　証拠ヲ安全ニスル事

　　第11節　判決

　　第12節　懈怠裁判手続及ヒ懈怠判決

　第 2章　治安裁判所ノ裁判手続

　　第 1節　通常裁判手続

　　第 2節　弁償督促裁判手続

　　第 3節　勧解裁判手続

第 5編　上訴

　　第 1節　通則

　　第 2節　控訴

　　第 3節　上告

　　第 4節　裁判手続ノ再施

　　第 5節　故障

第 6編　特別訴訟

　　第 1 節　口頭上ノ終局審問ヲ以テスル書面

上ノ裁判手続

　　第 2節　為替訴訟

第 7編　権制執行

　第 1章　通則

　　第 1節　権制執行ノ開始及担当

　　第 2節　裁判所使吏ノ執行官タル職務

　第 2章　金銭ノ請求ニ関スル権制執行

　　第 1節　動産ニ関スル権制執行

　　　第 1款　動物件ニ関スル権制執行

　　　第 2 款　要求及ヒ其他ノ財産権ニ関スル

権制執行

　　　第 3款　分配手続

　　第 2節　不動産ニ関スル権制執行

　　　第 1款　権制公売

　　　第 2款　権制管理

　　第 3節　船舶ニ関スル権制執行

　第 3 章　金円ノ支払ニアラサル請求ニ関スル

権制執行

　第 4章　押置及ヒ臨時処分

〔資料5〕訴訟法草案改正案第七編の奉呈文

〔資料6〕テヒョウ『訴訟法規則修正案　完』
第 1編　裁判所

　第 1章　裁判所ノ権限

　第 2章　検事ノ立会

　第 3章　裁判所ノ管轄

　第 4章　裁判所ノ管轄ニ関スル契約

　第 5章　裁判官ノ忌避

第 2編　訴訟人

　第 1章　訴訟ノ能力

　第 2章　共同ノ訴訟

　第 3章　参加ノ訴訟

　第 4章　訴訟代人及ヒ付添人

　第 5章　訴訟費用

　第 6章　無資力者ノ扶助

第 3編　訴訟通則

　第 1章　裁判公行及ヒ訟廷取締

　第 2章　裁判所ノ用語

　第 3章　裁判所書類

　第 4章　書類ノ送達

　第 5章　期限

第 4編　始訴

　第 1章　始審裁判所

　　第 1節　訴答

　　第 2節　口頭対審

　　第 3節　立証通則及ヒ立証後ノ対審

　　第 4節　証拠書類

　　第 5節　証人

　　第 6節　鑑定人

　　第 7節　検証

　　第 8節　本人訊問

　　第 9節　証拠ノ保存

　　第10節　裁判

　　第11節　欠席裁判

　第 2章　治安裁判所

　　第 1節　通常手続

　　第 2節　催促手続

　　第 3節　和解

第 5編　上訴

　第 1章　控訴上告通則

　第 2章　控訴

　第 3章　上告

　第 4章　再審

　第 5章　故障

第 6編　特別ノ訴訟手続

　第 1章　書面ノ論究

　第 2章　為替手形及約束手形ノ訴訟

　第 3章　仮差押及ヒ差押ニ類スル仮処分



民事訴訟法〔明治編〕（2） テヒョー草案Ⅱ
〔日本立法資料全集192〕

本体55,000円 +税

ISBN978-4-7972-4302-4

菊変・上製・666 頁

《本書の内容》

第 2部　テヒョー草案関係資料（Ⅱ）

Ⅱ　訴訟規則会議による修正
〔資料7〕『訴訟規則会議員修正案　巻』

第 1編　裁判所

　第 1章　裁判権限

　第 2章　裁判管轄

　第 3 章　裁判管轄ニ関スル訴訟人ノ認諾及ヒ

管轄違ニ関スル裁判ノ結果

　第 4章　回避及ヒ忌避

　第 5章　検事ノ立会

第 2編　訴訟人

　第 1章　訴訟能力

　第 2章　共同訴訟

　第 3章　参加訴訟

　第 4章　訴訟代人

　第 5章　訴訟費用

　第 6章　保証

　第 7章　無資力者ノ費用支弁猶予

第 3編　審判通則

　第 1章　口頭頭審判及ヒ準備書面

　第 2章　審判公行及ヒ訟廷取締

　第 3章　裁判所ノ用語

　第 4章　書類送達

　第 5章　期日及ヒ期限

　第 6章　記録

第 4編　初審手続

　第 1章　始審裁判所

　　第 1節　口頭審理ニ至ル手続

　　第 2節　口頭審理

　　第 3節　立証通則

　　第 4節　証人

　　第 5節　鑑定人

　　第 6節　証拠書類

　　第 7節　検証

　　第 8節　原被告本人ヲ証人トシテ審問スルコト

　　第 9節　証拠保全

　　第10節　判決

　　第11節　欠席判決

　第 2章　治安裁判所

　　第 1節　通常手続

　　第 2節　督促手続

　　第 3節　勧解手続

〔資料8〕『訴訟法草案　第一巻』
第 1編　裁判所

　第 1章　裁判権限

　第 2章　裁判管轄

　第 3 章　裁判管轄ニ関スル訴訟人ノ認諾及ヒ

江戸幕府が欧米列強と締結したいわゆる不平等条

約を改定することは、明治維新政府の最重要課題

であり、悲願でもあった。その改正のためには、

日本が近代的法制度を整備することは必要不可欠

なことであった。本書は、法制度整備のためのお

雇い外国人であったドイツ人法律家ヘルマン・テ

ヒョーの提案に基づき作成され、その後の日本民

事訴訟法に大きな影響を与えることとなった「テ

ヒョー草案」を収載した。

《編著》
松本博之・徳田和幸



管轄違ニ関スル裁判ノ結果

　第 4章　回避及ヒ忌避

　第 5章　検事ノ立会

第 2編　訴訟人

　第 1章　訴訟能力

　第 2章　共同訴訟

　第 3章　参加訴訟

　第 4章　訴訟代人

　第 5章　訴訟費用

　第 6章　保証

　第 7章　無資力者ノ費用支弁猶予

第 3編　審判通則

　第 1章　口頭審判及ヒ準備書面

　第 2章　審判公行及ヒ訟廷取締

　第 3章　裁判所ノ用語

　第 4章　書類送達

　第 5章　期日及ヒ期限

　第 6章　記録

〔資料9〕『訴訟法草案　第二巻』
第 4編　初審手続

　第 1章　始審裁判所

　　第 1節　口頭審理ニ至ル手続

　　第 2節　口頭審理

　　第 3節　立証通則

　　第 4節　証人

　　第 5節　鑑定人

　　第 6節　証拠書類

　　第 7節　検証

　　第 8節　原被告本人ヲ証人トシテ審問スルコト

　　第 9節　証拠保全

　　第10節　判決

　　第11節　欠席判決

　第 2章　治安裁判所

　　第 1節　通常手続

　　第 2節　督促手続

　　第 3節　勧解手続

第 5編　上訴手続

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 6編　再審ノ訴

第 7編　特別訴訟手続

　第 1章　書面審理

　第 2章　為替手形約束手形ノ訴訟

〔資料10〕『民事訴訟法草案　完』
第 1編　裁判所

　第 1章　裁判権限

　第 2章　裁判管轄

　第 3 章　裁判管轄ニ関スル訴訟人ノ認諾及ヒ

管轄違ニ関スル裁判ノ結果

　第 4章　回避及ヒ忌避

　第 5章　検事ノ立会

第 2編　訴訟人

　第 1章　訴訟能力

　第 2章　共同訴訟

　第 3章　参加訴訟

　第 4章　訴訟代人

　第 5章　訴訟費用

　第 6章　保証

　第 7章　無資力者ノ費用支弁猶予

第 3編　審判通則

　第 1章　口頭審判及ヒ準備書面

　第 2章　審判公行及ヒ訟廷取締

　第 3章　裁判所ノ用語

　第 4章　書類送達

　第 5章　期日及ヒ期限

　第 6章　記録

第 4編　初審手続

　第 1章　始審裁判所

　　第 1節　口頭審理ニ至ル手続

　　第 2節　口頭審理

　　第 3節　立証通則

　　第 4節　証人

　　第 5節　鑑定人

　　第 6節　証拠書類

　　第 7節　検証

　　第 8節　原被告本人ヲ証人トシテ審問スルコト

　　第 9節　証拠保全

　　第10節　判決

　　第11節　欠席判決

　第 2章　治安裁判所

　　第 1節　通常手続

　　第 2節　督促手続

　　第 3節　勧解手続

第 5編　上訴手続

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 6編　再審ノ訴

第 7編　特別訴訟手続

　第 1章　書面審理

　第 2章　為替手形約束手形ノ訴訟

第 8編　強制執行

　第 1章　通則

　　第 1節　執行手続

　　第 2節　使吏ノ職務

　第 2章　金銭ノ請求権ニ付テノ強制執行

　　第 1節　動産ニ関スル強制執行

　　　第 1款　有形動産ニ関スル強制執行

　　　第 2款　義務者ノ請求権ニ関スル強制執行

　　　第 3款　分配手続

　　第 2節　不動産ニ関スル強制執行

　　　第 1款　糶売

　　　第 2款　強制管理

　　第 3節　船舶ニ関スル強制執行

　第 3章　金銭ニ関セサル請求権ニ付テノ強制執行



　第 4章　仮差押仮差留及ヒ仮処分

〔資料11〕『日本訴訟規則修正案説明』
第 1編　裁判所

　第 1章　裁判権限

　第 2章　裁判管轄

　第 3 章　裁判管轄ニ関スル訴訟人ノ認諾及ヒ

管轄違ニ関スル裁判ノ結果

　第 4章　回避及ヒ忌避

　第 5章　検事ノ立会

第 2編　訴訟人

　第 1章　訴訟能力

　第 2章　共同訴訟

　第 3章　参加訴訟

　第 4章　訴訟代人

　第 5章　訴訟費用

　第 6章　保証

　第 7章　無資力者ノ費用支弁猶予

第 3編　審判通則

　第 1章　口頭審判及ヒ準備書面

　第 2章　審判公行及ヒ訟廷取締

　第 3章　裁判所ノ用語

　第 4章　書類送達

　第 5章　期日及ヒ期限

　第 6章　記録

第 4編　初審手続

　第 1章　始審裁判所

　　第 1節　口頭審理ニ至ル手続

　　第 2節　口頭審理

　　第 3節　立証通則

　　第 4節　証人

　　第 5節　鑑定人

　　第 6節　証拠書類

　　第 7節　検証

　　第 8節　原被告本人ヲ証人トシテ審問スルコト

　　第 9節　証拠保全

　　第10節　判決

　　第11節　欠席判決

　第 2章　治安裁判所

　　第 1節　通常手続

　　第 2節　督促手続

　　第 3節　勧解手続

第 5編　上訴手続

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 6編　再審ノ訴

第 7編　特別訴訟手続

　第 1章　書面審理

　第 2章　為替手形約束手形ノ訴訟

第 8編　強制執行

　第 1章　通則

　　第 1節　執行手続

　　第 2節　使吏ノ職務

　第 2章　金銭ノ請求権ニ付テノ強制執行

　　第 1節　動産ニ関スル強制執行

　　　第 1款　有形動産ニ関スル強制執行

　　　第 2款　義務者ノ請求権ニ関スル強制執行

　　　第 3款　分配手続

　　第 2節　不動産ニ関スル強制執行

　　　第 1款　糶売

　　　第 2款　強制管理

　　第 3節　船舶ニ関スル強制執行

　第 3章　金銭ニ関セサル請求権ニ付テノ強制執行

　第 4章　仮差押仮差留及ヒ仮処分



民事訴訟法〔明治編〕（3） テヒョー草案Ⅲ
〔日本立法資料全集193〕

本体65,000円 +税

ISBN978-4-7972-4303-1

菊変・上製・706 頁

《本書の内容》

Ⅱ　訴訟規則会議による修正（つづき）
〔資料12〕『哲憑氏訴訟規則按説明書』第1回～第13回
〔第 1回〕第 1編　裁判所

　　　　　第 1章　裁判所ノ権限（訴訟物件ニ関スル管轄）

　　　　　第 2章　場所ニ付テノ裁判管轄

〔第 2 回〕　第 3章　裁判管轄ノ認諾

　　　　　第 4章　裁判所吏員ノ回避及ヒ忌避

　　　　　第 5章　検事ノ立会

　　　　 第 2編　原被告

　　　　　第 1章　訴訟能力

〔第 3回〕　第 2章　訴訟仲間（共同訴訟）

〔第 4 回〕　第 3章　訴訟ニ他人ノ参加スルコト（参加訴訟）

　　　　　第 4章　訴訟代人及ヒ附添人

〔第 5 回〕　第 3編附録

〔第 6回〕　第 4編第 1章及第 2章

〔第 7回〕　第 4編第 1章及第 2章

〔第8回〕　第2編第 4章ニ関スル附録（訴訟代理者）

〔第 9 回〕　第 1編第 1章ニ付キ

〔第10回〕　第 7編強制執行草按ニ関スル意見ノ続

〔第11回〕　第 2編第 1章

〔第12回・第13回〕第460条ノ附録（弁償督促裁判手続）

　　　　　第 1編第 3章　裁判管轄ノ約定

〔資料13〕『訴訟法草案　完』（テヒョー草案）

第 1編　裁判所

　第 1章　裁判所権限

　第 2章　裁判所管轄

　第 3 章　裁判管轄ニ付テノ約諾及ヒ管轄違ニ

関スル裁判

　第 4章　回避及ヒ忌避

　第 5章　検察官ノ立会

第 2編　訴訟人

　第 1章　訴訟能力

　第 2章　共同訴訟

　第 3章　参加訴訟

　第 4章　訴訟代人

　第 5章　訴訟費用

　第 6章　保証

　第 7章　訴訟費用ノ支弁猶予

第 3編　審判通則

　第 1章　口頭審判及ヒ準備書面

　第 2章　審判公行及ヒ訟廷取締

　第 3章　裁判所ノ用語

　第 4章　書類送達

　第 5章　期日及ヒ期限

　第 6章　訴訟記録

第 4編　初審手続

　第 1章　始審裁判所

江戸幕府が欧米列強と締結したいわゆる不平等条

約を改定することは、明治維新政府の最重要課題

であり、悲願でもあった。その改正のためには、

日本が近代的法制度を整備することは必要不可欠

なことであった。本書は、法制度整備のためのお

雇い外国人であったドイツ人法律家ヘルマン・テ

ヒョーの提案に基づき作成され、その後の日本民

事訴訟法に大きな影響を与えることとなった「テ

ヒョー草案」を収載した。

《編著》
松本博之・徳田和幸



　　第 1節　口頭審理ニ至ル手続

　　第 2節　口頭審理

　　第 3節　立証通則

　　第 4節　証人

　　第 5節　鑑定人

　　第 6節　証拠書類

　　第 7節　検証

　　第 8 節　原被告本人ヲ証人トシテ審問スルコト

　　第 9節　証拠ノ保全

　　第10節　判決

　　第11節　欠席判決

　第 2章　治安裁判所

　　第 1節　通常手続

　　第 2節　督促手続

　　第 3節　勧解手続

第 5編　上訴手続

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 6編　再審ノ訴

第 7編　特別訴訟手続

　第 1章　書面審理

　第 2章　為替手形約束手形ノ訴訟

第 8編　強制執行

　第 1章　通則

　　第 1節　執行手続

　　第 2節　執行吏ノ職務

　第 2章　金銭ノ請求権ニ付テノ強制執行

　　第 1節　動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　有形動産ニ対スル強制執行

　　　第 2 款　請求権及ヒ其他無形財産ニ対ス

ル強制執行

　　　第 3款　分配手続

　　第 2節　不動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　糶売

　　　第 2款　強制管理

　　第 3節　船舶ニ対スル強制執行

　第 3 章　金銭ニ関セサル請求権ニ付テノ強制執行

　第 4章　仮差押仮差留及ヒ仮処分

〔資料14〕Entwurf einer Civilprozessordnung fur Japan 
(Uebersetzung),Tokio im 19. Jahre Meiji（1886）

〔資料15〕『民事訴訟手続』（「田部文書」蔵）

第 1編　総則

第 2編　治安裁判所

　第 1章　通則

　第 2章　勧解

　第 3章　訴訟

　　第 1節　訴答

　　第 2節　呼出

　　第 3節　開廷

　　第 4節　証人及ヒ本人訊問

　　第 5節　鑑定

　　第 6節　臨検

　　第 7節　裁判

第 3編　始審裁判所

　第 1章　通則

　第 2章　初訴

　第 3章　控訴

　第 4章　再審願

第 4編　控訴裁判所

　第 1章　通則

　第 2章　審判

第 5編　大審院

　第 1章　通則

　第 2章　上告

　第 3章　対審

　第 4章　事実ノ審判

第 6編　執行

第 7編　官署ニ対スル訴訟

第 8編　内外交渉ノ訴訟

　第 1章　内国人ニ対スル訴訟

　第 2章　外国人ニ対スル訴訟

〔資料16〕『民事訴訟手続』（東京大学総合図書館蔵）

民事訴訟手続例言

第 1篇　総則

　第 1章　裁判管轄

　第 2章　訴訟書類ノ程式

　第 3章　訴訟書類及ヒ名刺ノ呈出

　第 4章　訴訟書類ノ送達

　第 5章　予納金

　第 6章　代言人代人

　第 7章　期限及ヒ告達例

第 2篇　勧解

　第 1章　通則

　第 2章　出願及ヒ呼出

　第 3章　願下及ヒ棄却

　第 4章　開廷

　第 5章　調和及ヒ不調

第 3篇　初訴

　第 1章　裁判権限

　第 2章　始審裁判所

　　第 1節　通則

　　第 2節　起訴

　　第 3節　訴状ノ却下及ヒ願下

　　第 4節　失踪逃亡及ヒ死去

　　第 5節　答弁弁駁及ヒ再答

　　第 6節　解訟及ヒ審判延期

　　第 7節　審理ノ合併及ヒ反訴参加

　　第 8節　忌避回避

　　第 9節　急訴

　　第10節　呼出

　　第11節　開廷

　　第12節　証人及ヒ本人訊問

　　第13節　鑑定

　　第14節　臨検

　　第15節　裁判

　　第16節　予審裁判及ヒ闕席裁判



　　第17節　一件落着及ヒ控訴届

　第 3章　治安裁判所

　　第 1節　通則

　　第 2節　訴答

　　第 3節　審判

第 4篇　控訴

　第 1章　裁判権限

　第 2章　控訴裁判所

　　第 1節　通則

　　第 2節　控訴及ヒ答弁

　　第 3節　審判

　　第 4節　上告届

　　第 5節　破毀後ノ訴訟

　第 3章　始審裁判所

　　第 1節　通則

　　第 2節　控訴及ヒ答弁

　　第 3節　審判

第 5篇　再審願

第 6篇　大審院ノ職務

　第 1章　通則

　第 2章　上告

　第 3章　対審

　第 4章　事実ノ審判

第 7篇　執行

　第 1章　通則

　第 2章　身代限

　第 3章　抵当物公売及ヒ財産差押

第 8篇　官署ニ対スル訴訟

　第 1章　通則

　第 2章　行政裁判司法裁判ノ区別

　第 3章　審判

第 9篇　内外交渉ノ訴訟

　第 1章　内国人ニ対スル訴訟

　第 2章　外国人ニ対スル訴訟

〔資料17〕『現行民事訴訟手続及カークード氏意見書』
第 1編　総則

第 2編　治安裁判所

　第 1章　通則

　第 2章　勧解

　第 3章　訴訟

　　第 1節　訴答

　　第 2節　呼出

　　第 3節　開廷

　　第 4節　証人及ヒ本人訊問

　　第 5節　鑑定

　　第 6節　臨検

　　第 7節　裁判

第 3編　始審裁判所

　第 1章　通則

　第 2章　初訴

　第 3章　控訴

　第 4章　再審願

第 4編　控訴裁判所

　第 1章　通則

　第 2章　審判

第 5編　大審院

　第 1章　通則

　第 2章　上告

　第 3章　対審

　第 4章　事実ノ審判

第 6編　執行

第 7編　官署ニ対スル訴訟

第 8編　内外交渉ノ訴訟

　第 1章　内国人ニ対スル訴訟

　第 2章　外国人ニ対スル訴訟

Ⅲ　テヒョー草案に対する意見書
〔資料18〕シュルツェンシュタイン『日本訴訟法　　

　草案に関する意見』
第 1章　緒言

第 2章　草案ニ付テノ総体論

第 3章　原則又ハ普通一般ノ点ニ関スル意見

第 4章　細密ノ規定ニ関スル注意

附言
〔資料19〕シュルツェンシュタイン『日本ノ民事訴訟法草案』

第 1／第 2／第 3／第 4／第 5
〔資料20〕ウィルモースキー『日本訴訟法草案に関す

る意見書』
〔資料21〕『モッセ氏意見書』



民事訴訟法〔明治23年〕（1）
〔日本立法資料全集194〕

本体40,000円 +税

ISBN978-4-7972-4305-5

菊変・上製・352 頁

わが国の民事訴訟法は、テヒョー草案（本立法資

料全集 191 ～ 193 巻）からモッセの草案づくりに

引き継がれたものの、早晩挫折し、以降は、箕作

麟祥、本多康直、松岡康毅、三好退蔵などの日本

側担当者により諸草案、ドイツ法等を手がかりに

して立案作業が進められた。法律取調委員会から

枢密院までの作業資料により、明治 23 年民事訴訟

法の制定経過を裏づける。

《編著》
松本博之・徳田和幸

《本書の内容》

第 1部　明治 23年民事訴訟法の成立過程

第 1章　民事訴訟法新草案（元老院提出案）

　　　の成立の経過

1　テヒョー草案のその後―法律取調委員会　

　の設置

2　司法省移管後の法律取調委員会による取　

　調べの開始

3　法律取調委員会の再調査

4　再調査の再開

第 2章　元老院および枢密院の審議の経過

1　元老院の審議

2　枢密院の審議

第 3章　第 1巻～第 5巻収録資料の解説

第 2部　明治23年民事訴訟法立案関係資料

Ⅰ　法律取調委員会の調査（その 1）

（1）　民事訴訟法草案
〔資料1〕民事訴訟法草案第 1回（テヒョー草案修正分）

〔資料2〕民事訴訟法新草案第 1回（モッセ草案邦訳）

〔資料3〕民事訴訟法草案第 2回（テヒョー草案修正分）

〔資料4〕民事訴訟法新草案第 2回（欠落）

〔資料5〕民事訴訟法新草案第 3回（モッセ草案邦訳）

〔資料6〕民事訴訟法新草案第 4回（モッセ草案邦訳）

〔資料7〕民事訴訟法新草案第 5回（モッセ草案邦訳）

〔資料8〕民事訴訟法新草案第 6回（モッセ草案邦訳）

〔資料9〕民事訴訟法新草案第 7回（モッセ草案邦訳）

〔資料10〕民事訴訟法新草案第 8回（モッセ草案邦訳）

〔資料11〕民事訴訟法新草案第 9回（報告委員作成）

〔資料12〕民事訴訟法新草案第 10 回（報告委員作成）

〔資料13〕民事訴訟法新草案第 11回（テヒョー草案修正分）

〔資料14〕民事訴訟法新草案第 12回（テヒョー草案修正分）

〔資料15〕独逸民事訴訟法（自第211条至第229条）

〔資料16〕民事訴訟法新草案第13回（テヒョー草案修正分）

〔資料17〕民事訴訟法草案第 14 回（テヒョー草案修正分）

〔資料18〕民事訴訟法草案第 15 回（テヒョー草案修正分）

〔資料19〕民事訴訟法草案第 16 回（テヒョー草案修正分）

〔資料20〕民事訴訟法草案第 17 回（テヒョー草案修正分）

〔資料21〕民事訴訟法草案第 18 回（テヒョー草案修正分）

〔資料22〕民事訴訟法草案第 19 回（テヒョー草案修正分）

〔資料23〕民事訴訟法草案第 20 回（テヒョー草案修正分）

〔資料24〕民事訴訟法草案第 21 回（テヒョー草案修正分）

〔資料25〕民事訴訟法草案第 22 回（テヒョー草案修正分）

〔資料26〕民事訴訟法草案第 23 回（テヒョー草案修正分）

〔資料27〕民事訴訟法草案第 24 回（テヒョー草案修正分）

〔資料28〕民事訴訟法草案第 25 回（テヒョー草案修正分）

〔資料29〕民事訴訟法草案第 26 回（テヒョー草案修正分）

〔資料30〕民事訴訟法草案第 27 回（テヒョー草案修正分）

〔資料31〕民事訴訟法草案第 28 回（ＣＰＯ「証書訴訟及び為

替訴訟」「公示催告手続」邦訳）

〔資料32〕民事訴訟法草案第 29 回（テヒョー草案修正分　



及びＣＰＯ「準備手続」邦訳）

〔資料33〕民事訴訟法草案第 30 回（ＣＰＯ「婚姻事件及び禁

治産事件」「仲裁手続」邦訳）

（2）　民事訴訟法草案議案
〔資料34〕民事訴訟法草案議案第 1号（明治20年12月16日）

〔資料35〕民事訴訟法草案議案第 2号（明治20年12月17日）

〔資料36〕民事訴訟法草案議案第 3号（明治21年1月6日）

〔資料37〕民事訴訟法草案議案第 4号（明治21年1月7日）

〔資料38〕民事訴訟法草案議案第 5号（明治21年1月13日）

〔資料39〕民事訴訟法草案議案第 6号（明治21年1月20日）

〔資料40〕民事訴訟法草案議案第 6号更正（明治21年4月13日）

〔資料41〕民事訴訟法草案議案第 7号（明治21年4月14日）

〔資料42〕民事訴訟法草案議案第 8号（明治21年4月20日）

〔資料43〕民事訴訟法草案議案第 9号（明治21年4月21日）

〔資料44〕民事訴訟法草案議案第 10 号（明治21年4月28日）

〔資料45〕民事訴訟法草案議案第 11 号（明治21年4月28日）

〔資料46〕民事訴訟法草案議案第 12 号（明治21年5月4日）

〔資料47〕民事訴訟法草案議案第 13 号（明治21年5月5日）

〔資料48〕民事訴訟法草案議案第 14 号（明治21年5月11日）

〔資料49〕民事訴訟法草案議案第 15 号（明治21年5月12日）

〔資料50〕民事訴訟法草案議案第 16 号（明治21年5月18日）

〔資料51〕民事訴訟法草案議案第 17 号（明治21年5月19日）

〔資料52〕民事訴訟法草案議案第 18 号（明治21年5月25日）

〔資料53〕民事訴訟法草案議案第 19 号（明治21年5月26日）

〔資料54〕民事訴訟法草案議案第 20 号（明治21年6月1日）

〔資料55〕民事訴訟法草案議案第 21 号（明治21年6月2日）

〔資料56〕民事訴訟法草案議案第 22 号（明治21年6月8日）

〔資料57〕民事訴訟法草案議案第 23 号（明治21年6月9日）

〔資料58〕民事訴訟法草案議案第 24 号（明治21年6月15日）

〔資料59〕民事訴訟法草案議案第 25 号（明治21年6月16日）

〔資料60〕民事訴訟法草案議案第 26 号（明治21年6月22日）

〔資料61〕民事訴訟法草案議案第 27 号（明治21年6月23日）

〔資料62〕民事訴訟法草案議案第 28 号（明治21年6月29日）

〔資料63〕民事訴訟法草案議案第 29 号（明治21年6月30日）

〔資料64〕民事訴訟法草案議案第 30 号（明治21年7月2日）

〔資料65〕民事訴訟法草案議案第 31 号（明治21年7月7日）

〔資料66〕民事訴訟法草案議案第 32 号（明治21年7月11日）

〔資料67〕民事訴訟法草案議案第 33 号（明治21年7月12日）

〔資料68〕民事訴訟法草案議案第 34 号（明治21年7月13日）

〔資料69〕民事訴訟法草案議案第 35 号（明治21年7月18日）

〔資料70〕民事訴訟法草案議案第 36 号（明治21年7月19日）

〔資料71〕民事訴訟法草案議案第 37 号（明治21年7月20日）

〔資料72〕民事訴訟法草案議案第 38 号（明治21年7月25日）

〔資料73〕民事訴訟法草案議案第 39 号（明治21年7月26日）

〔資料74〕民事訴訟法草案議案第 40 号（明治21年7月27日）

〔資料75〕民事訴訟法草案議案第 41 号（明治21年9月5日）

〔資料76〕民事訴訟法草案議案第 42 号（明治21年9月6日）

〔資料77〕民事訴訟法草案議案第 43 号（明治21年9月12日）

〔資料78〕民事訴訟法草案議案第 44 号（明治21年9月13日）

〔資料79〕民事訴訟法草案議案第 45 号（明治21年9月19日）

〔資料80〕民事訴訟法草案議案第 46 号（明治21年9月20日）

〔資料81〕民事訴訟法草案議案第 47 号理由
〔資料82〕民事訴訟法草案議案第 48 号（明治21年9月27日）

〔資料83〕民事訴訟法草案議案第 49 号（明治21年10月3日）

〔資料84〕民事訴訟法草案議案第 50 号（明治21年10月4日）

〔資料85〕民事訴訟法草案議案第51号（明治21年10月11日）
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《本書の内容》

第2部　明治23年民事訴訟法立法関係資料（2）

Ⅰ　法律取調委員会の調査（その 2）

（3）　民事訴訟法草案議事筆記
〔資料86〕民事訴訟法草案議事筆記第 1 回（第1条～第9条

及び旧案第1条～第6条）（明治20年12月16日）

〔資料87〕民事訴訟法草案議事筆記第 2 回（第10条～第25

条）（明治20年12月17日）

〔資料88〕民事訴訟法草案議事筆記第 3 回（第26条～第31条

及び第12条～第14条、第16条～第17条）（明治21年1月6日）

〔資料89〕民事訴訟法草案議事筆記第 4 回（第32条～第46

条）（明治21年1月7日）

〔資料90〕民事訴訟法草案議事筆記第 5 回（第47条～第57

条）（明治21年1月13日）

〔資料91〕民事訴訟法草案議事筆記第 6 回（第58条～第61

条及び原案第82条～第84条）（明治21年1月14日）

〔資料92〕民事訴訟法草案議事筆記第 7 回（第58条追補及

び第62条）（明治21年1月20日）

〔資料93〕民事訴訟法草案議事筆記第 8 回（第62条～第76

条）（明治21年4月13日）

〔資料94〕民事訴訟法草案議事筆記第 9 回（第77条～第91

条）（明治21年4月14日）

〔資料95〕民事訴訟法草案議事筆記第10回（第92条～第106条及

び第74条、第75条、第77条、第79条文字修正）（明治21年4月20日）

〔資料96〕民事訴訟法草案議事筆記第 11 回（欠落）

〔資料97〕民事訴訟法草案議事筆記第 12 回（欠落）

〔資料98〕民事訴訟法草案議事筆記第 13 回（第138条～第

152条）（明治21年4月28日）

〔資料99〕民事訴訟法草案議事筆記第 14 回（欠落）

〔資料100〕民事訴訟法草案議事筆記第 15 回（第167条～

第181条）（明治21年5月5日）

〔資料101〕民事訴訟法草案議事筆記第 16 回（欠落）

〔資料102〕民事訴訟法草案議事筆記第 17 回（第197条～

第211条）（明治21年5月12日）

〔資料103〕民事訴訟法草案議事筆記第 18 回（欠落）

〔資料104〕民事訴訟法草案議事筆記第 19 回（欠落）

〔資料105〕民事訴訟法草案議事筆記第 20 回（欠落）

〔資料106〕民事訴訟法草案議事筆記第 21 回（第256条～

第261条、旧第412条～第415条、及び第3節第258条～第

263条）（明治21年5月26日）

〔資料107〕民事訴訟法草案議事筆記第 22 回（欠落）

〔資料108〕民事訴訟法草案議事筆記第 23 回（第277条～

第292条）（明治21年6月2日）

〔資料109〕民事訴訟法草案議事筆記第 24 回（欠落）

〔資料110〕民事訴訟法草案議事筆記第 25 回（第307条～

第322条）（明治21年6月9日）

〔資料111〕民事訴訟法草案議事筆記第 26 回（欠落）

〔資料112〕民事訴訟法草案議事筆記第 27 回（第338条～

第350条）（明治21年6月16日）

〔資料113〕民事訴訟法草案議事筆記第 28 回（欠落）

〔資料114〕民事訴訟法草案議事筆記第 29 回（第370条～

第389条及び第357条）（明治21年6月23日）

〔資料115〕民事訴訟法草案議事筆記第 30 回（欠落）

わが国の民事訴訟法は、テヒョー草案（本立法資

料全集 191 ～ 193 巻）からモッセの草案づくりに

引き継がれたものの、早晩挫折し、以降は、箕作

麟祥、本多康直、松岡康毅、三好退蔵などの日本

側担当者により諸草案、ドイツ法等を手がかりに

して立案作業が進められた。法律取調委員会から

枢密院までの作業資料により、明治 23 年民事訴訟

法の制定経過を裏づける。

《編著》
松本博之・徳田和幸
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《本書の内容》

第2部　明治23年民事訴訟法立案関係資料（3）
Ⅰ　法律取調委員会の調査（その 3）
（3）　民事訴訟法草案議事筆記（つづき）

〔資料116〕民事訴訟法草案議事筆記第 31 回（第410条～
第424条）（明治21年6月30日）

〔資料117〕民事訴訟法草案議事筆記第 32 回（欠落）

〔資料118〕民事訴訟法草案議事筆記第 33 回（第447条～
第466条）（明治21年7月6日）

〔資料119〕民事訴訟法草案議事筆記第 34 回（欠落）

〔資料120〕民事訴訟法草案議事筆記第 35 回（第475条～
第489条）（明治21年7月12日）

〔資料121〕民事訴訟法草案議事筆記第 36 回（欠落）

〔資料122〕民事訴訟法草案議事筆記第 37 回（欠落）

〔資料123〕民事訴訟法草案議事筆記第 38 回（第520条～
第534条）（明治21年7月19日）

〔資料124〕民事訴訟法草案議事筆記第 39 回（欠落）

〔資料125〕民事訴訟法草案議事筆記第 40 回（欠落）

〔資料126〕民事訴訟法草案議事筆記第 41 回（△第1条～
第7条及び第565条～第572条）（明治21年7月26日）

〔資料127〕民事訴訟法草案議事筆記第 42 回（第573条～
第587条）（明治21年7月27日）

〔資料128〕民事訴訟法草案議事筆記第 43 回（欠落）

〔資料129〕民事訴訟法草案議事筆記第 44 回（第610条～
第632条）（明治21年9月6日）

〔資料130〕民事訴訟法草案議事筆記第 45 回（欠落）

〔資料131〕民事訴訟法草案議事筆記第 46 回（第656条～
第677条）（明治21年9月13日）

〔資料132〕民事訴訟法草案議事筆記第 47 回（欠落）

〔資料133〕民事訴訟法草案議事筆記第 48 回（第□26条～

第□42条）（明治21年9月20日）

〔資料134〕民事訴訟法草案議事筆記第 49 回（欠落）

〔資料135〕民事訴訟法草案議事筆記第 50 回（第696条～
第717条）（明治21年9月27日）

〔資料136〕民事訴訟法草案議事筆記第 51 回（欠落）

〔資料137〕民事訴訟法草案議事筆記第 52 回（欠落）

〔資料138〕民事訴訟法草案議事筆記第 53 回（第761条～
第781条）（明治21年10月11日）

（4）　修正民事訴訟法草案
〔資料139〕修正民事訴訟法草案第 1回（第1条～第152条）

〔資料140〕修正民事訴訟法草案第2回（第152条～第181条）

〔資料141〕修正民事訴訟法草案第3回（第182条～第211条）

〔資料142〕修正民事訴訟法草案第4回（第212条～第240条）

〔資料143〕修正民事訴訟法草案第5回（第241条～第260条）

〔資料144〕修正民事訴訟法草案第6回（第261条～第292条）

〔資料145〕修正民事訴訟法草案第7回（第293条～第322条）

〔資料146〕修正民事訴訟法草案第8回（第323条～第350条）

〔資料147〕修正民事訴訟法草案第9回（第351条～第389条）

〔資料148〕修正民事訴訟法草案第10回（第390条～第429条）

〔資料149〕修正民事訴訟法草案第11回（第430条～第466条）

〔資料150〕修正民事訴訟法草案第11回付録（第□1条～第□50条）

〔資料151〕修正民事訴訟法草案第12回（第467条～第505条）

〔資料152〕修正民事訴訟法草案第13回（第506条～第548条）

〔資料153〕修正民事訴訟法草案第14回（第549条～第601条）

〔資料154〕修正民事訴訟法草案第15回（第602条～第632条）

〔資料155〕修正民事訴訟法草案第16回（第633条～第681条）

〔資料156〕修正民事訴訟法草案第17回（第682条～第692条）

〔資料157〕修正民事訴訟法草案第18回（第693条～第721条）

〔資料158〕修正民事訴訟法草案第19回（第722条～第785条）

わが国の民事訴訟法は、テヒョー草案（本立法資

料全集 191 ～ 193 巻）からモッセの草案づくりに

引き継がれたものの、早晩挫折し、以降は、箕作

麟祥、本多康直、松岡康毅、三好退蔵などの日本

側担当者により諸草案、ドイツ法等を手がかりに

して立案作業が進められた。法律取調委員会から

枢密院までの作業資料により、明治 23 年民事訴訟

法の制定経過を裏づける。

《編著》
松本博之・徳田和幸
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《本書の内容》

第2部　明治23年民事訴訟法立案関係資料（4）

Ⅱ　法律取調委員会の再調査

（1）　民事訴訟法再調査案
〔資料159〕民事訴訟法再調査案（第1条～第86条）

〔資料160〕民事訴訟法再調査案（第87条～第177条）

〔資料161〕民事訴訟法再調査案（第178条～第224条）

〔資料162〕民事訴訟法再調査案（第225条～第320条）

〔資料163〕民事訴訟法再調査案（第321条～第369条）

〔資料164〕民事訴訟法再調査案（第370条～第419条）

〔資料165〕民事訴訟法再調査案（第420条～第458条）

〔資料166〕民事訴訟法再調査案（第459条～第500条）

〔資料167〕民事訴訟法再調査案（第501条～第545条）

〔資料168〕民事訴訟法再調査案（第546条～第594条）

〔資料169〕民事訴訟法再調査案（第595条～第645条）

（2）　再調査の再開
〔資料170〕民事訴訟法草案（第1版）

第 1編　総則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　裁判所ノ物上ノ管轄

　　第 2節　裁判所ノ土地ノ管轄（裁判籍）

　　第 3節　管轄裁判所ノ指定

　　第 4節　裁判所ノ管轄ニ付テノ合意

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥及ヒ忌避

　第 2章　当事者

　　第 1節　訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟人

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　保証

　　第 7節　訴訟上ノ救助

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論及ヒ準備書面

　　第 2節　送達

　　第 3節　期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断及ヒ中止

第 2編　第一審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　判決前ノ訴訟手続

　　第 2節　判決

　　第 3節　欠席判決

　　第 4 節　計算事件、財産分別及ヒ此ニ類ス

ル訴訟ノ準備手続

　　第 5節　証拠調ノ総則

　　第 6節　人証

　　第 7節　鑑定

　　第 8節　書証

わが国の民事訴訟法は、テヒョー草案（本立法資

料全集 191 ～ 193 巻）からモッセの草案づくりに

引き継がれたものの、早晩挫折し、以降は、箕作

麟祥、本多康直、松岡康毅、三好退蔵などの日本

側担当者により諸草案、ドイツ法等を手がかりに

して立案作業が進められた。法律取調委員会から

枢密院までの作業資料により、明治 23 年民事訴訟

法の制定経過を裏づける。

《編著》
松本博之・徳田和幸



　　第 9節　検証

　　第10節　当事者ノ訊問

　　第11節　証拠保全

　第 2章　区裁判所ノ証拠手続

　　第 1節　通常ノ訴訟手続

　　第 2節　督促手続

第 3編　上訴

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 4編　再審

第 5編　証書訴訟及ヒ為替訴訟

第 6編　婚姻事件及ヒ禁治産事件

　第 1章　婚姻事件ノ訴訟手続

　第 2章　禁治産事件ノ訴訟手続

第 7編　強制執行

　第 1章　総則

第 8編　公示催告手続

第 9編　仲裁手続

〔資料171〕不動産ニ関スル強制執行議案（620条～783条）

〔資料172〕再修正民事訴訟法第 7編第 2章以下ノ調査案
第 1回～第 8回（626条～818条）

　第 1回（626 条～ 654 条）

　第 2回（655 条～ 695 条）

　第 3回（696 条～ 712 条）

　第 4回（713 条～ 736 条）

　第 5回（742 条～ 758 条）

　第 6回（759 条～ 785 条）

　第 7回（786 条～ 795 条）

　第 8回（796 条～ 818 条）

〔資料173〕民事訴訟法草案第 7編第 2章以下調査案（626

条～765条）

　第 2章　金銭債権ニ付テノ強制執行

　　第 1節　動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通則

　　　第 2款　有体動産ニ対スル強制執行

　　　第 3 款　債権及ヒ他ノ財産権ニ対スル強

制執行

　　　第 4款　配当手続

　　第 2節　不動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通則

　　　第 2款　強制競売

〔資料174〕民事訴訟法草案第 7 編第 2 章以下ノ調査案
第 1回～第 5回（626条～715条）

　第 1回（626 条～ 655 条）

　第 2回（660 条～ 687 条）

　第 3回（688 条～ 700 条）

　第 4回（701 条～ 706 条）

　第 5回（707 条～ 715 条）

〔資料175〕民事訴訟法草案（第1版）（再修正原本）

第 1編　総則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　裁判所ノ物上ノ管轄

　　第 2節　裁判所ノ土地ノ管轄（裁判籍）

　　第 3節　管轄裁判所ノ指定

　　第 4節　裁判所ノ管轄ニ付テノ合意

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥及ヒ忌避

　　第 6節　検事ノ立会

　第 2章　当事者

　　第 1節　訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟人

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　保証

　　第 7節　訴訟上ノ救助

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論及ヒ準備書面

　　第 2節　送達

　　第 3節　期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断及ヒ中止

第 2編　第一審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　判決前ノ訴訟手続

　　第 2節　判決

　　第 3節　欠席判決

　　第 4 節　計算事件、財産分別及ヒ此ニ類ス

ル訴訟ノ準備手続

　　第 5節　証拠調ノ総則

　　第 6節　人証

　　第 7節　鑑定

　　第 8節　書証

　　第 9節　検証

　　第10節　当事者本人ノ訊問

　　第11節　証拠保全

　第 2章　区裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　通常ノ訴訟手続

　　第 2節　督促手続

第 3編　上訴

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 4編　再審

第 5編　証書訴訟及ヒ為替訴訟

第 6編　強制執行

　第 1章　総則

　第 2章　金銭ノ債権ニ付テノ強制執行

　第 3 章　金銭ノ支払ヲ目的トセサル債権ニ付

テノ強制執行

　第 4章　仮差押及ヒ仮処分

第 7編　公示催告手続

第 8編　仲裁手続



民事訴訟法〔明治23年〕（5）
〔日本立法資料全集198〕

本体38,000円 +税

ISBN978-4-7972-4309-3

菊変・上製・322 頁

《本書の内容》

第2部　明治23年民事訴訟法立案関係資料（5）

Ⅲ　元老院の審議
〔資料176〕民事訴訟法（第2版）（元老院提出案）

第 1編　総　則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　裁判所ノ物上ノ管轄

　　第 2節　裁判所ノ土地ノ管轄（裁判籍）

　　第 3節　管轄裁判所ノ指定

　　第 4節　裁判所ノ管轄ニ付テノ合意

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥及ヒ忌避

　　第 6節　検事ノ立会

　第 2章　当事者

　　第 1節　訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟人

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　保　証

　　第 7節　訴訟上ノ救助

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論及ヒ準備書面

　　第 2節　送　達

　　第 3節　期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断及ヒ中止

第 2編　第 1審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　判決前ノ訴訟手続

　　第 2節　判　決

　　第 3節　欠席判決

　　第 4 節　計算事件、財産分別及ヒ此ニ類ス

ル訴訟ノ準備手続

　　第 5節　証拠調ノ総則

　　第 6節　人　証

　　第 7節　鑑　定

　　第 8節　書　証

　　第 9節　検　証

　　第10節　当事者本人ノ訊問

　　第11節　証拠保全

　第 2章　区裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　通常ノ訴訟手続

　　第 2節　督促手続

第 3編　上　訴

　第 1章　控　訴

　第 2章　上　告

　第 3章　抗　告

第 4編　再　審

第 5編　証書訴訟及ヒ為替訴訟

わが国の民事訴訟法は、テヒョー草案（本立法資

料全集 191 ～ 193 巻）からモッセの草案づくりに

引き継がれたものの、早晩挫折し、以降は、箕作

麟祥、本多康直、松岡康毅、三好退蔵などの日本

側担当者により諸草案、ドイツ法等を手がかりに

して立案作業が進められた。法律取調委員会から

枢密院までの作業資料により、明治 23 年民事訴訟

法の制定経過を裏づける。

《編著》
松本博之・徳田和幸



第 6編　強制執行

　第 1章　総　則

　第 2章　金銭ノ債権ニ付テノ強制執行

　　第 1節　動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通　則

　　　第 2款　有体動産ニ対スル強制執行

　　　第 3 款　債権及ヒ他ノ財産権ニ対スル強

制執行

　　　第 4款　配当手続

　　第 2節　不動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通　則

　　　第 2款　強制競売

　　　第 3款　強制管理

　　第 3節　船舶ニ対スル強制執行

　第 3 章　金銭ノ支払ヲ目的トセサル債権ニ付

テノ強制執行

　第 4章　仮差押及ヒ仮処分

第 7編　公示催告手続

第 8編　仲裁手続

〔資料177〕民事訴訟法（第3版）（元老院通過案）＝正文
第 1編　総　則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　裁判所ノ事物ノ管轄

　　第 2節　裁判所ノ土地ノ管轄（裁判籍）

　　第 3節　管轄裁判所ノ指定

　　第 4節　裁判所ノ管轄ニ付テノ合意

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥及ヒ忌避

　　第 6節　検事ノ立会

　第 2章　当事者

　　第 1節　訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟人

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　保　証

　　第 7節　訴訟上ノ救助

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論及ヒ準備書面

　　第 2節　送　達

　　第 3節　期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断及ヒ中止

第 2編　第 1審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　判決前ノ訴訟手続

　　第 2節　判　決

　　第 3節　欠席判決

　　第 4 節　計算事件、財産分別及ヒ此ニ類ス

ル訴訟ノ準備手続

　　第 5節　証拠調ノ総則

　　第 6節　人　証

　　第 7節　鑑　定

　　第 8節　書　証

　　第 9節　検　証

　　第10節　当事者本人ノ訊問

　　第11節　証拠保全

　第 2章　区裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　通常ノ訴訟手続

　　第 2節　督促手続

第 3編　上　訴

　第 1章　控　訴

　第 2章　上　告

　第 3章　抗　告

第 4編　再　審

第 5編　証書訴訟及ヒ為替訴訟

第 6編　強制執行

　第 1章　総　則

　第 2章　金銭ノ債権ニ付テノ強制執行

　　第 1節　動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通　則

　　　第 2款　有体動産ニ対スル強制執行

　　　第 3 款　債権及ヒ他ノ財産権ニ対スル強

制執行

　　　第 4款　配当手続

　　第 2節　不動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通　則

　　　第 2款　強制競売

　　　第 3款　強制管理

　　第 3節　船舶ニ対スル強制執行

　第 3 章　金銭ノ支払ヲ目的トセサル債権ニ付

テノ強制執行

　第 4章　仮差押及ヒ仮処分

第 7編　公示催告手続

第 8編　仲裁手続

Ⅳ　付録・モッセ関連資料
〔資料178〕「モッセ」氏意見書（明治20年12月1日）

〔資料179a〕Neuer Entwurf
〔資料179b〕Alter Entwurf



民事訴訟法〔明治36年草案〕（1）
〔日本立法資料全集43〕

本体37,864円 +税

ISBN978-4-88261-219-3

菊変・上製・554 頁

民事訴訟法〔明治 36 年〕（1）本巻　43

《本書の内容》

第 1部　民事訴訟法〔明治 36年法典調査会案〕

　　　の成立

第 1 章　改正審議の開始―民事訴訟法調査委員会

　　　　 による民事訴訟法修正案の作成

第 2章　法典調査会の審議

第 3 章　明治 36 年法典調査会案の内容と
　　　意義

第 4章　収録資料の説明

第2部　民事訴訟法〔明治36年草案〕関係資料

Ⅰ　旧民事訴訟法（明治 23 年）正文
〔資料1〕旧民事訴訟法（明治23年）正文（明治31年改正まで）

第 1編　総則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　裁判所ノ事物ノ管轄

　　第 2節　裁判所ノ土地ノ管轄（裁判籍）

　　第 3節　管轄裁判所ノ指定

　　第 4節　裁判所ノ管轄ニ付テノ合意

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥及ヒ忌避

　　第 6節　検事ノ立会

　第 2章　当事者

　　第 1節　訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟人

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　保証

　　第 7節　訴訟上ノ救助

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論及ヒ準備書面

　　第 2節　送達

　　第 3節　期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断及ヒ中止

第 2編　第一審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　判決前ノ訴訟手続

　　第 2節　判決

　　第 3節　欠席判決

　　第 4 節　計算事件、財産分別及ヒ此ニ類ス

ル訴訟ノ準備手続

　　第 5節　証拠調ノ総則

　　第 6節　人証

　　第 7節　鑑定

　　第 8節　書証

大正改正法立案の出発点となった明治 36 年法典調

査会案の成立過程を跡づけるのは、作成された法

典調査会第二部会の議事速記録のみであり、これ

も審議対象となった条文案の掲載がなく、しかも

条文案の所在が不明であったため、利用に困難が

伴った。編者の調査によって所在不明であった資

料が発見されたため、それに資料考証と解説を加

えて刊行。学説史上重要な未見資料を収めるわが

国初のフルテキスト資料集。

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



　　第 9節　検証

　　第10節　当事者本人ノ尋問

　　第11節　証拠保全

　第 2章　区裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　通常ノ訴訟手続

　　第 2節　督促手続

第 3編　上訴

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 4編　再審

第 5編　証書訴訟及ヒ為替訴訟

第 6編　強制執行

　第 1章　総則

　第 2章　金銭ノ債権ニ付テノ強制執行

　　第 1節　動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通則

　　　第 2款　有体動産ニ対スル強制執行

　　　第 3 款　債権及ヒ他ノ財産権ニ対スル強

制執行

　　　第 4款　配当手続

　　第 2節　不動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通則

　　　第 2款　強制競売

　　　第 3款　強制管理

　　第 3節　船舶ニ対スル強制執行

　第 3 章　金銭ノ支払ヲ目的トセサル債権ニ付

テノ強制執行

　第 4章　仮差押及ヒ仮処分

第 7編　公示催告手続

第 8編　仲裁手続

　明治 31 年改正

Ⅱ　民事訴訟法調査委員会改定案
〔資料2〕民事訴訟法修正案

第 1編　総則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　事物ノ管轄

　　第 2節　土地ノ管轄（裁判籍）

　　第 3節　指定ニ因ル管轄

　　第 4節　契約ニ因ル管轄

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥、忌避及ヒ囘避

　　第 6節　検事ノ立会

　第 2章　当事者

　　第 1節　訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟人

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　担保

　　第 7節　訴訟上ノ救助

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論及ヒ準備書面

　　第 2節　送達

　　第 3節　期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断及ヒ中止

第 2編　第一審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　判決前ノ訴訟手続

　　第 2節　準備手続

　　第 3節　証拠及ヒ証拠調ノ総則

　　第 4節　人証

　　第 5節　鑑定

　　第 6節　書証

　　第 7節　検証

　　第 8節　証拠保全

　　第 9節　判決

　　第10節　欠席判決

　第 2章　区裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　通常ノ訴訟手続

　　第 2節　督促手続

第 3編　上訴

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

Ⅲ　法典調査会第 2部の審議
〔資料3〕民訴甲第 1号（明治33年9月11日配布）

第 1編　総則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　事物ノ管轄

　　第 2節　土地ノ管轄

　　第 3節　裁判ニ因ル管轄

　　第 4節　契約ニ因ル管轄

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥、忌避及ヒ回避

　第 2章　当事者

　　第 1節　当事者能力及ヒ訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　担保

　　第 7節　訴訟上ノ救助

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論及ヒ準備書面

　　第 2節　送達

　　第 3節　期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断、中止及ヒ休止
〔資料4〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治33年9月19日（第1回）〔民訴甲第1号1条〕

〔資料5〕民事訴訟法連合会議事速記録（明治33年9月24日）

〔資料6〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明治

33年9月26日（第2回）〔修正案1条・2条、民訴甲第1号7条・8条〕

〔資料7〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明治33年

10月3日（第3回）〔民訴甲第1号・9条・10条・11条・12条・13条・14条〕

〔資料8〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治33年10月10日（第4回）〔修正案15条〕



〔資料9〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治33年10月24日（第5回）〔修正案16条〕

〔資料10〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治33年10月31日（第6回）〔修正案17条・13条・14条・18条〕

〔資料11〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治33年11月7日（第7回）〔民訴甲第1号19条〕

〔資料12〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治33年11月14日（第8回）〔民訴甲第1号20条〕

〔資料13〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明治34

年4月9日（第9回）〔民訴甲第1号21条・22条・23条・24条・25条〕

〔資料14〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明治

34年4月11日（第10回）〔民訴甲第1号26条・27条・28条・29条〕

〔資料15〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年4月16日（第11回）〔民訴甲第1号30条・31条〕

〔資料16〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明治34

年4月18日（第12回）〔民訴甲第1号32条・33条・34条・35条・36条〕

〔資料17〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年4月23日（第13回）〔民訴甲第1号36条〕

〔資料18〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年4月25日（第14回）



民事訴訟法〔明治36年草案〕（2）
〔日本立法資料全集44〕

本体33,010円 +税

ISBN978-4-88261-220-9

菊変・上製・462 頁

《本書の内容》

第 2 部　民事訴訟法〔明治 36 年草案〕関係
　　　資料（つづき）

Ⅲ　法典調査会第 2部の審議（つづき）

〔資料19〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年5月2日（第15回）〔民訴甲第1号37条〕

〔資料20〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年5月7日（第16回）〔民訴甲第1号38条・39条・40条〕

〔資料21〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年5月9日（第17回）〔民訴甲第1号41条〕

〔資料22〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明治

34年5月14日（第18回）〔民訴甲第1号42条・43条・44条・45条〕

〔資料23〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年5月16日（第19回）〔民訴甲第1号46条〕

〔資料24〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年5月21日（第20回）〔民訴甲第1号47条〕

〔資料25〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年5月23日（第21回）〔民訴甲第1号48条・49条〕

〔資料26〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年5月28日（第22回）〔民訴甲第1号50条・51条〕

〔資料27〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年5月30日（第23回）〔民訴甲第1号51条・52条・53条〕

〔資料28〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年6月4日（第24回）〔民訴甲第1号54条〕

〔資料29〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年6月6日（第25回）〔民訴甲第1号55条・56条・57条〕

〔資料30〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年6月11日（第26回）〔民訴甲第1号58条・59条・60条〕

〔資料31〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年6月13日（第27回）〔民訴甲第1号61条〕

〔資料32〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年6月18日（第28回）

〔資料33〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年6月20日（第29回）〔民訴甲第1号62条〕

〔資料34〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明治34

年6月25日（第30回）〔民訴甲第1号63条・64条・65条・66条・67条〕

〔資料35〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年6月27日（第31回）〔民訴甲第1号68条・69条・70条〕

〔資料36〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年7月2日（第32回）〔民訴甲第1号71条・72条・73条・

74条・75条・76条〕

〔資料37〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年7月4日（第33回）

〔資料38〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明

治34年7月9日（第34回）〔民訴甲第1号77条〕

〔資料39〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明治34

年7月11日（第35回）〔民訴甲第1号78条・79条・80条・81条・82条〕

〔資料40〕法典調査会〔第2部〕民事訴訟法議事速記録―明治

34年7月12日（第36回）〔民訴甲第1号83条・84条・85条・86条〕

大正改正法立案の出発点となった明治 36 年法典調

査会案の成立過程を跡づけるのは、作成された法

典調査会第二部会の議事速記録のみであり、これ

も審議対象となった条文案の掲載がなく、しかも

条文案の所在が不明であったため、利用に困難が

伴った。編者の調査によって所在不明であった資

料が発見されたため、それに資料考証と解説を加

えて刊行。学説史上重要な未見資料を収めるわが

国初のフルテキスト資料集。

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



民事訴訟法〔明治36年草案〕（3）
〔日本立法資料全集45〕

本体34,951円 +税

ISBN978-4-88261-221-6

菊変・上製・514 頁

《本書の内容》

第 2 部　民事訴訟法〔明治 36 年草案〕関係
　　　資料（つづき）

Ⅳ　民事訴訟法案（法典調査会第 2部起草）

〔資料41〕民事訴訟法案（法典調査会第2部起草）

第 1編　総則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　事物ノ管轄

　　第 2節　土地ノ管轄

　　第 3節　管轄裁判所ノ指定

　　第 4節　裁判所ノ管轄ニ関スル契約

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥、忌避及ヒ回避

　第 2章　当事者

　　第 1節　当事者能力及ヒ訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　担保

　　第 7節　訴訟上ノ救助

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論及ヒ準備書面

　　第 2節　送達

　　第 3節　期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断、中止及ヒ休止

第 2編　第一審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　判決前ノ訴訟手続

　　第 2節　判決

　　第 3節　欠席判決

　　第 4節　準備手続

　　第 5節　証拠及ヒ証拠調ノ総則

　　第 6節　人証

　　第 7節　鑑定

　　第 8節　書証

　　第 9節　検証

　　第10節　証拠保全

　第 3章　区裁判所ノ訴訟手続

第 3編　上訴

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 4編　再審

第 5編　証書訴訟

第 6編　人事訴訟

　第 1 章　婚姻事件及ヒ養子縁組事件ニ関スル

手続

　第 2 章　親子関係事件、相続人廃除事件及ヒ

大正改正法立案の出発点となった明治 36 年法典調

査会案の成立過程を跡づけるのは、作成された法

典調査会第二部会の議事速記録のみであり、これ

も審議対象となった条文案の掲載がなく、しかも

条文案の所在が不明であったため、利用に困難が

伴った。編者の調査によって所在不明であった資

料が発見されたため、それに資料考証と解説を加

えて刊行。学説史上重要な未見資料を収めるわが

国初のフルテキスト資料集。

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



隠居事件ニ関スル手続

　第 3章　禁治産及ヒ準禁治産ニ関スル手続

　第 4章　失踪ニ関スル手続

第 7編　督促手続

第 8編　強制執行

　第 1章　総則

　第 2章　金銭ノ債権ニ関スル強制執行

　　第 1節　動産ニ対スル強制執行

　　第 2節　債権其他ノ財産権ニ対スル強制執行

　　第 3節　配当手続

　　第 4節　不動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通則

　　　第 2款　強制競売

　　　第 3款　強制管理

　　第 5節　船舶ニ対スル強制執行

　　第 6 節　共有物ノ分割ヲ目的トスル強制競売

　第 3 章　物ノ引渡又ハ作為若クハ不作為ニ関

スル強制執行

　第 4章　仮差押及ヒ仮処分

第 9編　公示催告手続

第10編　仲裁手続

Ⅴ　修正意見類集
〔資料42〕民事訴訟法及附属法令修正意見類聚（明治45年

6月印刷）

裁判所構成法

民事訴訟法

人事訴訟手続法

非訟事件手続法

民事訴訟費用法

民事上告予納金手続

民事訴訟用印紙法

雑

競売法

〔資料43〕民事訴訟法及附属法令修正意見類緊追加（明

治45年7月印刷）

第 3部　関連資料―外国民事訴訟法

〔関連資料1〕独逸民事訴訟法（1898年5月17日発布、1909年6月

1日一部修正）（明治44年6月印刷）

第 1編　総則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　裁判所ノ事物ノ管轄

　　第 2節　裁判籍

　　第 3節　裁判所ノ管轄ニ付テノ合意

　　第 4節　裁判所職員ノ除斥及ヒ忌避

　第 2章　当事者

　　第 1節　当事者能力、訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　保証

　　第 7節　受救権

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論

　　第 2節　送達

　　　第 1　当事者ノ為ス送達

　　　第 2　職権ニ依ル送達

　　第 3節　呼出、期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果、原状回復

　　第 5節　手続ノ中断及ヒ中止

第 2編　第一審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　判決前ノ訴訟手続

　　第 2節　判決

　　第 3節　欠席判決

　　第 4 節　計算事件、財産分別及ヒ之ニ類ス

ル訴訟ノ準備手続

　　第 5節　証拠調ノ総則

　　第 6節　検証

　　第 7節　人証

　　第 8節　鑑定証

　　第 9節　書証

　　第10節　宣誓証

　　第11節　宣誓履行ノ手続

　　第12節　証拠保全

　第 2章　区裁判所ノ訴訟手続

第 3編　上訴

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 4編　再審

第 5編　証書訴訟及ヒ手形訴訟

第 6 編　婚姻事件、親子間ノ法律関係ノ確定及

ヒ禁治産事件

　第 1章　婚姻事件ノ訴訟手続

　第 2 章　親子間ノ法律関係ノ確定ヲ目的トス

ル訴訟手続

　第 3章　禁治産事件ノ訴訟手続

第 7編　督促手続

第 8編　強制執行

　第 1章　総則

　第 2章　金銭ノ債権ニ付テノ強制執行

　　第 1節　動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通則

　　　第 2款　有体動産ニ対スル強制執行

　　　第 3 款　債権及ヒ他ノ財産権ニ対スル強

制執行

　　第 2節　不動産ニ対スル強制執行

　　第 3節　配当手続

　第 3 章　物ノ引渡及ヒ行為又ハ不行為ノ履行

ノ為メニスル強制執行

　第 4章　明告宣誓及ヒ拘留

　第 5章　仮差押及ヒ仮処分

第 9編　公示催告手続

第10編　仲裁判断手続



民事訴訟法〔明治36年草案〕（4）
〔日本立法資料全集46〕

本体43,689円 +税

ISBN978-4-88261-222-3

菊変・上製・624 頁

《本書の内容》

第 3部　関連資料―外国民事訴訟法（つづき）

〔関連資料2〕仏国民事訴訟法（1806年4月24日布告）（明治44年

7月印刷）

上巻　裁判所ニ於ケル訴訟手続

第 1編　治安裁判所ノ訴訟手続

　第 1章　呼出

　第 2章　公判並ニ当事者ノ出頭

　第 3章　欠席裁判並ニ故障

　第 4章　占有ノ訴ニ関スル裁判

　第 5章　本案前ノ裁判

　第 6章　担保義務者ノ訴訟参加

　第 7章　証人訊問

　第 8章　検証並ニ評価

　第 9章　判事ノ忌避　

第 2編　第一審裁判所ノ訴訟手続

　第 1章　勧解

　第 2章　呼出

　第 3章　代訟人ノ任設並ニ答弁

　第 4章　検事ノ立会

　第 5章　公判、法廷ノ公開並ニ法廷ノ秩序維持
　第 6章　合議並ニ書面審理

　第 7章　裁判

　第 8章　欠席裁判並ニ故障

　第 9章　本案ニ関セサル抗弁

　　第 1節　保証

　　第 2節　管轄違ノ抗弁

　　第 3節　無効ノ抗弁

　　第 4節　延期ノ抗弁

　　第 5節　証拠書類ノ原本提出ノ抗弁

　第10章　書類ノ検真

　第11章　偽造ノ訴

　第12章　証人訊問

　第13章　検証

　第14章　鑑定

　第15章　当事者本人ノ訊問

　第16章　中間ノ争

　　第 1節　中間ノ請求

　　第 2節　訴訟参加

　第17章　受継並ニ新代訟人ノ任設

　第18章　否認ノ訴

　第19章　権限争ノ場合ニ於ケル管轄裁判所ノ指定

　第20章　判事カ当事者ト親族ナル場合ニ於ケル

事件ノ移送
　第21章　判事ノ忌避

　第22章　訴訟ノ消滅

　第23章　訴ノ取下

　第24章　迅速手続

　第25章　商事裁判所ノ訴訟手続

第 3編　控訴裁判所ノ訴訟手続

大正改正法立案の出発点となった明治 36 年法典調

査会案の成立過程を跡づけるのは、作成された法

典調査会第二部会の議事速記録のみであり、これ

も審議対象となった条文案の掲載がなく、しかも

条文案の所在が不明であったため、利用に困難が

伴った。編者の調査によって所在不明であった資

料が発見されたため、それに資料考証と解説を加

えて刊行。学説史上重要な未見資料を収めるわが

国初のフルテキスト資料集。

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



　第 1章　控訴並ニ控訴手続

第 4編　裁判取消ノ非常手続

　第 1章　第三者ノ取消ノ訴

　第 2章　再審ノ訴

　第 3 章　判事ニ対シ不正ノ裁判ヨリ生シタル

損害ノ賠償ヲ求ムル訴

第 5編　裁判ノ執行

　第 1章　保証人ノ承認

　第 2章　損害賠償額ノ確定

　第 3章　果実ノ確定

　第 4章　計算ノ訴

　第 5章　訴訟費用額ノ確定

　第 6章　強制執行ノ総則

　第 7章　差留

　第 8章　動産ノ差押

　第 9章　土地ヨリ離レサル果実ノ差押

　第10章　年金ノ差押

　第11章　配当

　第12章　不動産ノ差押

　第13章　不動産ノ差押ニ関スル中間ノ訴

　第14章　不動産ノ競売代金ノ配当

　第15章　禁錮

　第16章　執行ノ異議ニ関スル急速裁判

下巻　雑訴訟手続

第 1 編

　第 1章　弁済ノ提供並ニ供託

　第 2 章　質物差押並ニ債権者ノ居住地ニ存在

スル財産ニシテ他ノ地ニ居住スル債務

者ニ属スル動産ノ差押

　第 3章　取戻動産ノ差押

　第 4章　増価競売

　第 5章　書類ノ謄本ノ下付並ニ更正

　第 6章　失践者ノ財産ノ仮占有ニ関スル手続

　第 7章　妻ノ訴訟ニ付キ夫ノ許可ヲ求ムル手続

　第 8章　夫婦ノ財産ノ分離

　第 9章　夫婦別居並ニ離婚

　第10章　親族会

　第11章　禁治産

　第12章　債務者ノ財産提供

第 2編　相続ニ関スル諸種ノ手続

　第 1章　遺産ニ対スル封印ノ執行

　第 2章　封印ノ執行ニ対スル異議

　第 3章　封印ノ除去

　第 4章　財産目録ノ調製

　第 5章　動産ノ売却

　第 6章　未成年者ノ不動産ノ売却

　第 7章　遺産ノ分割並ニ競売

　第 8章　限定承認

　第 9 章　夫婦財産共有制ノ抛棄嫁資ノ不動産

ノ売却並ニ相続ノ抛棄

　第10章　相続人ノ曠欠シタル相続財産ノ管理人
第 3編　仲裁手続

　付則

〔関連資料3〕澳国民事訴訟法（1895年8月1日発布）（明治44年6月印刷）

第 1編　総則

　第 1章　当事者

　　第 1節　訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟及ヒ主参加

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　保証

　　第 7節　受救権

　第 2章　訴訟手続

　　第 1節　書面

　　第 2節　送達

　　第 3節　期間及ヒ期日

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断及ヒ休止

　第 3章　口頭弁論

　　第 1節　公開

　　第 2節　当事者ノ演述及ヒ訴訟ノ指揮

　　第 3節　訟廷警察

　　第 4節　和解

　　第 5節　調書

　　第 6節　記録

　　第 7節　懲罰

　　第 8節　日曜安息及ヒ裁判所ノ休暇

第 2編　第一審合議裁判所ノ訴訟手続

　第 1章　判決前ノ訴訟手続

　　第 1節　訴、答弁、準備手続及ヒ弁論

　　第 2節　証拠及ヒ証拠調ニ関スル一般規定

　　第 3節　書証

　　第 4節　人証

　　第 5節　鑑定

　　第 6節　検証

　　第 7節　当事者ノ訊問ニ依ル証拠

　　第 8節　証拠保全

　第 2章　判決及ヒ決定

　　第 1節　判決

　　第 2節　決定

第 3編　区裁判所ノ訴訟手続

第 4編　上訴

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 5編　無効及ヒ原状回復ノ訴

第 6編特別訴訟手続

　第 1章　証書訴訟手続

　第 2章　為替訴訟手続

　第 3章　貸借契約ヨリ生スル争ニ関スル訴訟手続

　第 4章　仲裁判断手続

　第 5 章　裁判官ニ依リ権利ヲ害セラレタリト

スル争ニ関スル訴訟手続

〔関連資料4〕澳国司法裁判管轄法（明治44年7月印刷）

第 1編　裁判権総則

　第 1章　裁判所及ヒ裁判機関



　　通常裁判所

　　裁判所ノ審級関係

　　通常裁判所ニ於ケル裁判権ノ行使

　　評議及ヒ決議

　　書記

　　書記課

　　執行機関

　第 2章　判事及ヒ其他ノ裁判機関ニ関スル忌避
　　判事ノ忌避

　　判事外ノ裁判機関ニ関スル忌避

　第 3章　管轄

　　最上級裁判所ニヨル管轄ノ指定

　　管轄ノ継続

　　職権ノ委任

　　裁判所管轄地ニ対スル管轄権ノ制限

　　裁判長又ハ受命判事ニ対スル各箇ノ行為ノ委任

　　他ノ裁判所ニ対スル職務行為執行ノ委任

　　内国裁判所ノ嘱託ニヨル法律上ノ共助

　　外国裁判所ノ嘱託ニヨル法律上ノ共助

　　管轄ノ調査

　　内国裁判所間ノ管轄争議

　　外国官庁トノ管轄ノ争議

第 2編　訴訟事件ニ於ケル裁判所ノ管轄

　第 1章　事物ノ管轄

　　区裁判所

　　第一審裁判所

　　商事裁判所

　　鉱業ニ関スル訴訟事件

　　訴訟物ノ価額

　　民事部、商事部又ハ鉱業部ノ管轄ニ付テノ争議

　第 2章　土地ノ管轄

　　普通裁判籍

　　特別裁判籍

　　　第 1　専属裁判籍

　　　　婚姻事件

　　　　遺留事件

　　　　世襲財産及ヒ永借地事件

　　　　裁判官ニ対スル又ハ之ヨリスル訴

　　　　裁判官ノ加害ニ因ル賠償事件

　　　　不動産ニ閣スル訴訟

　　　　水権占有妨害ニ関スル訴訟

　　　　数箇ノ裁判所管轄内ニ散在スル物ノ位置
　　　　治外法権ヲ有スル人

　　　第 2　選択裁判籍

　　　　営業地ノ裁判籍

　　　　営業所ノ裁判籍

　　　　履行地ノ裁判籍

　　　　負担附物件ノ裁判籍

　　　　占有妨害ノ訴ニ付テノ裁判籍

　　　　共同訴訟ノ裁判籍

　　　　主タル訴訟ノ裁判籍

　　　　反訴ノ裁判籍

　　　　旧住所ノ裁判籍

　　　　船長及ヒ船員ノ裁判籍

　　　　財産ノ裁判籍

　　　　夫婦又ハ親子関係ニ基ク補充的裁判籍

　　　　外国人ニ対スル訴ノ相互裁判籍

　　　　数箇ノ裁判籍アル場合

　　　　同一ノ場所ニ数多ノ区裁判所アル場合

　　　　裁判所ノ管轄ニ付テノ合意

第 3編　非訟事件ニ於ケル裁判所ノ管轄

　　遺産管理

　　後見及ヒ財産管理

　　私生児ノ准嫡

　　協議上ノ離婚及ヒ別居

　　証書ノ無効宣言

　　世襲財産事件

　　物上事件

　　公簿ノ記載

　　抵当債権ノ告知

　　商業帳簿ノ記載ノ確認

　　署名及ヒ謄本ノ認証及ヒ遺言書ノ作成

　　同一ノ土地ニ区裁判所ノ数多アル場合

〔関連資料5〕白耳義民事訴訟法（管轄ニ関スル規定ノ部）（明

治44年7月印刷）

〔関連資料6〕伊太利王国民事訴訟法（大正3年6月印刷）

前巻　勧解及ヒ仲裁契約

　第 1章　勧解

　第 2章　仲裁契約

第 1編　訴訟ノ順序及ヒ方式

　第 1巻　総則

　第 2 巻　管轄、管轄指定ノ方法、判事及ヒ検

事ノ忌避及ヒ回避

　　第 1章　管轄

　　　第 1節　事物又ハ価額ニ因ル管轄

　　　第 2節　土地ノ管轄

　　　第 3 節　訴訟事件ノ牽連又ハ内容ニ因ル

管轄

　　　第 4節　外国人ニ関スル規定

　　第 2 章　裁判管轄ヲ指定スル方法及ヒ管轄

ノ抵触

　　第 3章　判事及ヒ検事ノ忌避及ヒ回避

　第 3巻　呼出

　　第 1章　呼出ノ方式

　　第 2章　出頭期間

　第 4巻　訴訟手続

　　第 1 章　地方裁判所及ヒ控訴院ニ於ケル要

式手続

　　　第 1節　訴訟事件ノ審理ニ関スル通則

　　　　第 1款　代言人ノ選定及ヒ其効力

　　　　第 2 款　準備書面、答弁書提出期間及

　ヒ証書ヲ閲覧セシムルコト

　　　　第 3 款　登録簿ニ於ケル訴訟事件ノ登

　録、終局準備書面及ヒ進行登録

　簿ヨリノ訴訟事件抜粋

　　　　第 4款　付帯ノ申立

　　　第 2節　管轄違及ヒ行為無効ノ抗弁



　　　　第 1款　管轄違及ヒ移送ノ抗弁

　　　　第 2款　無効ノ抗弁

　　　第 3節　担保及ヒ参加

　　　　第 1款　担保

　　　　第 2款　訴訟参加

　　　第 4節　証拠

　　　　第 1款　当事者本人ノ訊問

　　　　第 2款　宣誓

　　　　第 3款　証人訊問

　　　　第 4款　鑑定

　　　　第 5款　臨検

　　　　第 6款　証書ノ検真

　　　　第 7款　証書ノ偽造

　　　第 5節　計算ノ報告及ヒ果実ノ精算

　　　第 6節　保証

　　　第 7節　訴訟手続ノ中断及ヒ消滅

　　　　第 1 款　審級受継ノ原因及ヒ新代言人

　ノ選定

　　　　第 2款　審級ノ消滅

　　　　第 3款　訴訟行為ノ抛棄

　　　第 8節　検事ノ意見

　　　第 9節　口頭弁論及ヒ開廷中ノ秩序

　　　第10節　判決及ヒ命令

　　　　第1款　判決及ヒ命令ノ宣言及ヒ其方式

　　　　第2款　判決及ヒ命令ノ送達

　　　第11節　費用

　　　第12節　闕席訴訟ニ関スル特別規定

　　第 2 章　地方裁判所及ヒ控訴院ニ於ケル簡

易手続

　　　　　　1901 年 3 月 31 日法律第 107 号簡

　　　　易手続改正法律

　　第 3章　商事裁判所ニ於ケル要式手続

　　第 4章　商事裁判所ニ於ケル簡易手続

　　第 5章　区裁判所判事ノ面前ニ於ケル訴訟手続

　　　第 1節　訴訟事件ノ審理

　　　第 2節　判決、命令及ヒ費用

　　　第 3節　闕席

　　　第 4節　占有訴訟

　　　第 5節　前数節ニ共通ナル規則

　　第 6章　勧解判事ノ面前ニ於ケル訴訟手続

　　　第 1節　訴訟事件ノ審理

　　　第 2節　管轄違

　　　第 3節　判決及ヒ其執行

　　　第 4節　前数節ニ共通ナル規則

　第 5巻　判決ヲ攻撃スル方法

　　第 1章　故障

　　第 2章　控訴

　　第 3章　取消

　　第 4章　第三者ノ故障

　　第 5章　上告

　　　第 1節　上告ヲ以テ攻撃スルコトヲ得ル判決
　　　第 2節　上告及ヒ之ニ関スル手続

　　　第 3節　判決

　　　第 4節　上告ノ放棄及ヒ書類並ニ証書ノ撤回

第 2 編　判決、命令及ヒ官吏ノ作成シタル証書

ニ基ク強制執行

　第 1巻　強制執行ニ関スル総則

　第 2巻　動産ニ対スル執行

　　第 1章　通則

　　第 2章　差押フルコトヲ得ル動産

　　第 3 章　債務者ノ所持スル動産ノ差押及ヒ

監守人ノ選任

　　第 4 章　未タ収穫セス又ハ未タ土地ヨリ離

レサル果実ノ差押

　　第 5 章　第三者ノ所持ニ在ル動産ノ差押及

ヒ支払ノ為メニスル債権ノ転付

　　第 6章　差押物ノ売却及ヒ競落

　　第 7章　故障及ヒ差押物件分離ノ請求

　　第 8 章　動産執行ヨリ得タル金額ノ転付及

ヒ配当

　　第 9 章　動産執行ニ関スル訴訟ニ於テ宣言

シタル判決ニ対スル控訴

　第 3巻　不動産ニ対スル執行

　　第 1章　公売手続

　　　第 1節　債務者ニ対スル公売

　　　　第 1款　通則　

　　　　第 2款　競売手続

　　　　第 3款　再競売

　　　　第 4 款　無効ノ抗弁、不動産分離ノ申

　立及ヒ付帯ノ申立

　　　　第 5 款　公売手続ニ於テ宣言シタル判

　決ニ対スル控訴

　　　第 2節　第三取得者ニ対スル公売

　　　第 3節　前数節ニ共通ナル規則

　　第 2章　配当手続

　　　第 1節　配当順位表

　　　第 2 節　代価ノ支払又ハ供託及ヒ抵当権

抹消ノ命令

　　　第 3 節　配当手続ニ於テ宣言シタル判決

ニ対スル控訴

　　第 3章　抵当権滌除ノ手続

　第 4巻　物ノ引渡又ハ解放ニ付テノ執行

　　第 1章　動産ノ引渡

　　第 2章　不動産ノ解放

　第 5巻　人身拘留

　　第 1章　通則

　　第 2章　拘留ノ執行

　　第 3章　他ノ債権者ノ申立ニ因ル拘留ノ維持
　　第 4章　債務者ノ釈放

第 3編　各種ノ特別手続

　第 1 巻　評議室ニ於テ審議スヘキ事件ニ共通

ナル規定

　第 2巻　裁判官及ヒ検事ニ対スル民事ノ訴

　第 3巻　失踪者ニ関スル規定

　第 4 巻　婚姻、既婚婦ヘノ許可及ヒ配偶者ノ

別居ニ関スル規定

　　第 1章　婚姻

　　第 2章　既婚婦へノ許可



　　第 3章　配偶者ノ別居

　第 5巻　未成年者ニ関スル規定

　　第 1章　親族会及ヒ後見会

　　第 2章　未成年者ノ財産ノ任意売却

　　　第 1節　動産ノ売却

　　　第 2節　不動産ノ売却

　第 6巻　禁治産及ヒ準禁治産

　第 7巻　身分証書ノ訂正

　第 8巻　相続ノ開始ニ関スル手続

　　第 1 章　封印ヲ付スルコト及ヒ之ヲ除去ス

ルコト

　　　第 1節　封印ヲ付スルコト

　　　第 2節　封印ノ除去及ヒ之ニ対スル故障

　　第 2章　財産目録

　　第 3章　限定承認

　　第 4章　分割

　　第 5章　相続財産ノ管理人

　　第 6 章　相続人ノ動産ヨリ死者ノ動産ヲ分

離スルコト

　第 9巻　弁済ノ提供及ヒ供託

　第10巻　公正証書ノ謄本又ハ照合ヲ得ル方法

　第11巻　保管及ヒ新工又ハ急害ノ告発

　　第 1章　保管

　　　第 1節　裁判上ノ保管

　　　第 2節　保存上ノ保管

　　第 2章　新工又ハ急害ノ告発

　第12巻　外国裁判所ノ行為ノ執行

〔関連資料7〕匈牙利民事訴訟法（大正2年12月印刷）

　第 1章　裁判所

　　第 1節　裁判所ノ事物管轄

　　第 2節　法律上ノ共助

　　第 3節　土地ノ管轄（裁判籍）

　　第 4節　裁判所ノ組織

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥

　第 2章　当事者

　　第 1節　訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟人

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ弁護士

　　第 5節　訴訟上ノ救助

　　第 6節　保証

　第 3章　第一審裁判所ニ於ケル訴訟手続

　　第 1節　訴状及ヒ他ノ書面

　　第 2節　呼出　

　　第 3節　送達

　　第 4節　応訴ヲ目的トスル弁論

　　第 5節　本案ニ関スル弁論ノ準備

　　第 6節　本案ノ弁論

　　第 7節　計算事件、財産分割又ハ之ニ類ス

ル訴訟ノ準備手続

　　第 8節　証拠

　　第 9節　人証

　　第10節　書証

　　第11節　検証

　　第12節　鑑定

　　第13節　当事者ノ宣誓訊問及ヒ当事者ノ宣誓

　　第14節　証拠保全

　　第15節　裁判所ノ裁判

　　第16節　訴訟費用

　　第17節　懈怠

　　第18節　原状回復及ヒ故障

　　第19節　訴訟手続ノ中断及ヒ中止

　第 4章　上訴

　　第 1節　控訴

　　第 2節　上告

　　第 3節　抗告

　第 5章　再審

　第 6章　簡易占有訴訟及ヒ簡易経界訴訟

　第 7章　鉱業事件ニ関スル裁判権

　第 8章　督促手続

　第 9 章　手形、商人委託証券、債務証券及ヒ

小切手ニ基ク証書訴訟

　第10章　賃貸借解約手続

　第11章　婚姻訴訟

　　第 1節　婚姻訴訟ニ於ケル手続

　　第 2節　婚姻訴訟ニ於ケル財産上ノ訴ニ関

スル手続

　第12章　子ノ嫡出否認ノ訴訟ニ於ケル手続

　第13章　未成年期ノ伸長、禁治産宣告及ヒ親

権喪失ニ関スル訴訟手続

　　第 1 節　未成年期ノ伸長及ヒ其廃止ニ関ス

ル手続

　　第 2節　禁治産宣告及ヒ其廃止ニ関スル手続
　　第 3節　親権喪失ノ取消ニ関スル手続

　第14章　死亡宣告手続

　第15章　証書ノ除権手続

　第16章　市町村裁判所

　第17章　仲裁裁判所

　第18章　付則
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《本書の内容》

第 1部　民事訴訟法〔大正15年〕改正の経過

第 1章　資料整備の意義

第 2章　大正 15 年改正の経過

第 3章　収録資料の説明

第 4 章　法律取調委員会ならびに民事訴訟
　　　法改正調査委員会の組織と委員

第 2部　民事訴訟法〔大正 15 年〕改正資料

Ⅰ　旧法典調査会案
〔資料1〕民事訴訟法改正案―旧法典調査会案（明治36年）

第 1編　総則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　事物ノ管轄

　　第 2節　土地ノ管轄

　　第 3節　管轄裁判所ノ指定

　　第 4節　裁判所ノ管轄ニ関スル契約

　　第 5節　裁判所職員ノ除斥、忌避及ヒ回避

　第 2章　当事者

　　第 1節　当事者能力及ヒ訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟

　　第 3節　第三者ノ訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及ヒ輔佐人

　　第 5節　訴訟費用

　　第 6節　訴訟上ノ担保

　　第 7節　訴訟上ノ救助

　第 3章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論及ヒ準備書面

　　第 2節　送達

　　第 3節　期日及ヒ期間

　　第 4節　懈怠ノ結果及ヒ原状回復

　　第 5節　訴訟手続ノ中断、中止及ヒ休止

第 2編　第一審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　判決前ノ訴訟手続

　　第 2節　判決

　　第 3節　欠席判決

　　第 4節　準備手続

　　第 5節　証拠及ヒ証拠調ノ総則

　　第 6節　人証

　　第 7節　鑑定

　　第 8節　書証

　　第 9節　検証

　　第 10 節　証拠保全

　第 2章　区裁判所ノ訴訟手続

第 3編　上訴

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

明治 23 年民事訴訟法の改正が実務から求められた

ことに対応し、かつ新しい民法との調整のために

必要になった「民事訴訟法改正（大正 15 年民事訴

訟法改正）」の立法経過を時系列的・網羅的に跡づ

ける立法資料。東京大学法学部附属近代日本法政

資料センター所蔵の「池田寅二郎関係文書」の調

査により発見された、大正 15 年の民事訴訟法改正

へと結実する多数の資料を収載。

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



　第 3章　抗告

第 4編　取消訴訟及ヒ再審訴訟

第 5編　証書訴訟

第 6編　人事訴訟

　第 1 章　婚姻事件及ヒ養子縁組事件ニ関スル

手続

　第 2 章　親子関係事件、相続人廃除事件及ヒ

隠居事件ニ関スル手続

　第 3章　禁治産及ヒ準禁治産ニ関スル手続

　第 4章　失踪ニ関スル手続

第 7編　督促手続

第 8編　強制執行

　第 1章　総則

　第 2章　金銭ノ債権ニ関スル強制執行

　　第 1節　動産ニ対スル強制執行

　　第 2節　債権其他ノ財産ニ対スル強制執行

　　第 3節　配当手続

　　第 4節　不動産ニ対スル強制執行

　　　第 1款　通則

　　　第 2款　強制競売

　　　第 3款　強制管理

　　第 5節　船舶ニ対スル強制執行

　　第 6節　共有者ノ分割ヲ目的トスル強制競売

　第 3 章　物ノ引渡又ハ作為若クハ不作為ニ関

スル強制執行

　第 4章　仮差押及ヒ仮処分

第 9編　公示催告手続

第10編　仲裁手続

Ⅱ　民事訴訟法改正案修正意見類聚
（資料2）民事訴訟法改正案修正意見類聚（明治36年）

Ⅲ　民事訴訟法改正起草委員会問題
〔資料3〕起第 1号―明治44年5月31日　横田幹事提出

〔資料4〕起第 2号―明治44年6月2日　横田幹事提出

〔資料5〕起第 3号―明治44年6月2日　鈴木委員提出

〔資料6〕起第 4号―明治44年6月14日　横田幹事提出

〔資料7〕起第 5号―明治団4年6月15日　岩田嘱託提出

〔資料8〕起第 6号―明治44年6月16日　横田幹事提出

〔資料9〕起第 7号―明治44年6月16日　岩田嘱託提出

〔資料10〕起第 8号―明治44年6月28日　仁井田委員提出

〔資料11〕起第 9号―明治44年6月28日　仁井田委員提出

〔資料12〕起第 10 号―明治44年6月30日　仁井田委員提出

〔資料13〕起第 11 号―明治44年7月5日　横田幹事提出

〔資料14〕起第 12 号―明治44年7月5日　岩田嘱託提出

〔資料15〕起第 13 号―明治44年7月5日　仁井田委員提出

〔資料16〕起第 14 号―明治44年7月5日　斎藤委員提出

〔資料17〕起第 15 号―明治44年7月7日　仁井田委員提出

〔資料18〕起第 16 号―明治44年7月12日　鈴木委員提出

〔資料19〕起第 17 号―明治44年9月27日　横田幹事提出

〔資料20〕起第 18 号―明治44年10月3日　斎藤委員提出

〔資料21〕起第 19 号―明治44年10月6日　入江委員提出

〔資料22〕起第 20 号―明治44年10月12日　池田幹事提出

〔資料23〕起第 21 号―明治44年10月18日　斎藤委員提出

〔資料24〕起第 22 号―明治44年10月19日　入江委員提出

〔資料25〕起第 23 号―明治44年10月20日　仁井田委員提出

〔資料26〕起第 24号（Ａ）―明治44年10月20日　仁井田委員提出

〔資料27〕起第 24 号（Ｂ）―明治44年10月20日　仁井田委員提出

〔資料28〕起第 25 号―明治44年10月26日　鈴木委員提出

〔資料29〕起第 26 号―明治44年11月8日　横田幹事提出

〔資料30〕民訴改正案第 47 条ノ参照
〔資料31〕起第 27 号―明治44年11月8日　鈴木委員提出

〔資料32〕起第 28 号―明治44年11月22日　仁井田委員提出

〔資料33〕起第 29 号―明治44年11月24日　岩田嘱託提出

〔資料34〕起第 30 号―明治44年11月24日　横田幹事提出

〔資料35〕起第 31 号―明治44年12月1日　岩田嘱託提出

〔資料36〕起第 32 号―明治44年12月8日　仁井田委員提出

〔資料37〕起第 33 号―明治44年12月12日　斎藤委員提出

〔資料38〕起第 34 号―明治44年12月13日　横田幹事提出

〔資料39〕起第 35 号―明治44年12月13日　仁井田委員提出

〔資料40〕起第 36 号―明治45年1月19日　横田幹事提出

〔資料41〕起第 37 号―明治45年2月7日　横田幹事提出

〔資料42〕起第 38 号―明治45年2月14日　鈴木委員提出

〔資料43〕起第 39 号―明治45年5月3日　横田幹事提出

〔資料44〕起第 40 号―明治45年5月10日　横田幹事提出

〔資料45〕起第 41 号―明治45年5月17日　岩田嘱託提出

〔資料46〕起第 42 号―明治45年5月24日　鈴木委員提出

〔資料47〕起第 43 号―明治45年5月24日　斎藤委員提出

〔資料48〕起第 44 号―明治45年7月12日　鈴木委員提出

〔資料49〕起第 45 号―明治45年7月26日　斎藤委員提出

〔資料50〕起第 46 号―大正元年11月15日　横田幹事提出

〔資料51〕起第 47 号―大正元年11月15日　鈴木委員提出

〔資料52〕起第 48 号―大正元年11月15日　横田幹事提出

〔資料53〕起第 49 号―大正元年12月20日　仁井田委員提出

〔資料54〕起第 50 号―大正2年2月13日　山内幹事提出

〔資料55〕起第 51 号―大正3年6月4日　岩田嘱託提出

〔資料56〕起第 52 号―大正3年6月4日　岩田嘱託提出

〔資料57〕起第 53 号―大正3年6月4日　岩田嘱託提出

〔資料58〕起第 54 号―大正3年12月2日　松岡委員提出

〔資料59〕起第 55 号―大正3年12月2日　松岡委員提出

〔資料60〕起第 56 号―大正3年12月2日　松岡委員提出

〔資料61〕起第 57 号

Ⅳ　民事訴訟法改正起草委員会審議録
〔資料62〕改正案第 1条ニ付キ（第3回―明治44年5月31日）

〔資料63〕改正案第 2条ニ付キ（第3回―明治44年5月31日）

〔資料64〕改正案第 3条ニ付キ（第3回―明治44年5月31日）

〔資料65〕改正案第 4条ニ付キ（第3回―明治44年5月31日）

〔資料66〕改正案第 5条ニ付キ（第3回―明治44年5月31日）

〔資料67〕起第2号（1）問題ニ付キ（第4回―明治44年6月2日）

〔資料68〕起第3号ノ（1）問題ニ付キ（第4回―明治44年6月2日）

〔資料69〕起第3号（2）問題ニ付キ（第4回―明治44年6月2日）

〔資料70〕起第4号（4）問題ニ付キ（第7回―明治44年6月14日）

〔資料71〕起第4号ノ（5）問題ニ付キ（第7回―明治44年6月14日）

〔資料72〕起第3号（2）問題ニ付キ（第8回―明治44年6月16日）

〔資料73〕起第6号問題ノ（1）ニ付キ（第8回―明治44年6月16日）

〔資料74〕起第 7号問題ニ付キ（第8回―明治44年6月16日）

〔資料75〕改正案第 6条ニ付キ（第9回―明治44年6月23日）

〔資料76〕改正案第 7条ニ付キ（第9回―明治44年6月23日）

〔資料77〕改正案第 8条ニ付キ（第9回―明治44年6月23日）

〔資料78〕改正案第 9条ニ付キ（第10回―明治44年6月28日）

〔資料79〕起第6号ノ（2）問題ニ付キ（第10回―明治44年6月28日）

〔資料80〕起第6号ノ（2）問題ニ付キ（第11回―明治44年6月30日）

〔資料81〕起第 8号問題ニ付キ（第11回―明治44年6月30日）

〔資料82〕起第 9号問題ニ付キ（第11回―明治44年6月30日）

〔資料83〕改正案第10条ニ付キ（第11回―明治44年6月30日）



〔資料84〕改正案第 11 条ニ付キ（第11回―明治44年6月30日）

〔資料85〕起第12号問題第1ニ付キ（第12回―明治44年7月5日）

〔資料86〕起第12号問題第2ニ付キ（第12回―明治44年7月5日）

〔資料87〕起第 14 号問題ニ付キ（第13回―明治44年7月7日）

〔資料88〕起第12号問題第2ニ付キ（第13回―明治44年7月7日）

〔資料89〕改正案第 12 条ニ付キ（第13回―明治44年7月7日）

〔資料90〕起第 15 号問題ニ付キ（第13回―明治44年7月7日）

〔資料91〕改正案第 14 条ニ付キ（第14回―明治44年7月12日）

〔資料92〕改正案第 15 条ニ付キ（第14回―明治44年7月12日）

〔資料93〕改正案第 16 条ニ付キ（第14回―明治44年7月12日）

〔資料94〕改正案第 17 条ニ付キ（第14回・15回―明治44年7月

12日・14日）

〔資料95〕改正案第 18 条ニ付キ（第15回・16回―明治44年7月

14日・26日）

〔資料96〕起第 11 号問題ニ付キ（第15回・16回―明治44年7月

14日・26日）

〔資料97〕起第 16 号問題ニ付キ（第16回―明治44年7月26日）

〔資料98〕改正案第 19 条ニ付キ（第16回―明治44年7月26日）

〔資料99〕改正案第 20 条ニ付キ（第17回―明治44年7月28日）

〔資料100〕改正案第21条ニ付キ（第17回―明治44年7月28日）

〔資料101〕改正案第22条ニ付キ（第17回―明治44年7月28日）

〔資料102〕改正案第23条ニ付キ（第18回―明治44年9月22日）

〔資料103〕改正案第 24 条ニ付キ（第18回・37回―明治44年9

月22日、同12月20日）

〔資料104〕起第17号問題ニ付キ（第19回―明治44年9月29日）

〔資料105〕改正案第25条ニ付キ（第19回―明治44年9月29日）

〔資料106〕改正案第26条ニ付キ（第19回―明治44年9月29日）

〔資料107〕起第18号問題ニ付キ（第20回―明治44年10月4日）

〔資料108〕改正案第27条ニ付キ（第20回―明治44年10月4日）

〔資料109〕改正案第28条ニ付キ（第20回―明治44年10月4日）

〔資料110〕改正案第29条ニ付キ（第20回―明治44年10月4日）

〔資料111〕改正案第 30 条ニ付キ（第20回・22回―明治44年10

月4日・13日）

〔資料112〕起第19号問題ニ付キ（第21回―明治44年10月6日）

〔資料113〕改正案第31条ニ付キ（第21回―明治44年10月6日）

〔資料114〕改正案第32条ニ付キ（第21回―明治44年10月6日）

〔資料115〕起第20号問題ニ付キ（第23回―明治44年10月18日）

〔資料116〕改正案第 1 編第 1 章第 4 節ノ表題ニ付キ（第

23回―明治44年10月18日）

〔資料117〕改正案第 33 条及ヒ起第 21 号問題ニ付キ（第

23回―明治44年10月18日）

〔資料118〕改正案第34条ニ付キ（第23回―明治44年10月18日）

〔資料119〕改正案第35条ニ付キ（第23回―明治44年10月18日）

〔資料120〕改正案第36条ニ付キ（第23回―明治44年10月18日）

〔資料121〕改正案第37条ニ付キ（第24回―明治44年10月20日）

〔資料122〕改正案第38条ニ付キ（第24回―明治44年10月20日）

〔資料123〕改正案第39条ニ付キ（第24回―明治44年10月20日）

〔資料124〕改正案第 40 条及ヒ起第 23 号問題ニ付キ（第

24回―明治44年10月20日）

〔資料125〕改正案第41条ニ付キ（第24回―明治44年10月20日）

〔資料126〕改正案第 42 条及ヒ起第 24 号問題（1）ニ付
キ（第24回―明治44年10月20日）

〔資料127〕改正案第 43 条及ヒ起第 24 号問題ノ（2）ニ
付キ（第25回―明治44年10月25日）

〔資料128〕改正案第 44 条及ヒ起第 24 号問題ノ（3）ニ
付キ（第25回―明治44年10月25日）

〔資料129〕改正案第45条ニ付キ（第25回―明治44年10月25日）

〔資料130〕改正案第46条ニ付キ（第25回―明治44年10月25日）

〔資料131〕起第22号問題ニ付キ（第25回―明治44年10月25日）

〔資料132〕起第25号問題ニ付キ（第26回―明治44年10月27日）

〔資料133〕改正案第 48 条及ヒ起第 27 号問題ノ（イ）
（ハ）ニ付キ（第27回―明治44年11月10日）

〔資料134〕改正案第 49 条、起第 26 号問題ノ（2）及起
第 27 号問題（ロ）条、起第 29 号ノ（1）ニ付キ
（第27回・30回―明治44年11月10日・24日）

〔資料135〕改正案第50条ニ付キ（第28回―明治44年11月17日）

〔資料136〕改正案第 51 条及ヒ起第 29 号問題ノ同（2）
ニ付キ（第28回・30回―明治44年11月17日・24日）

〔資料137〕改正案第 52 条及ヒ起第 28 号問題ニ付キ（第

29回・30回―明治44年11月22日・24日）

〔資料138〕改正案第 53条ニ付キ（第29回・30回―明治44年11

月22日・24日）

〔資料139〕改正案第54条ニ付キ（第29回―明治44年11月22日）

〔資料140〕改正案第 55 条及ヒ起第 30 号問題ノ（1）ニ
付キ（第12回―明治44年11月29日）

〔資料141〕起第 30 号問題ノ（2）ニ付キ（第31回―明治44年

11月29日）

〔資料142〕改正案第56条ニ付キ（第31回―明治44年11月29日）

〔資料143〕改正案第 57 条及ヒ起第 31 号問題ノ（2）ニ
付キ（第31回・32回―明治44年11月29日、同12月1日）

〔資料144〕起第 31 号問題ノ（1）ニ付キ（第32回・33回―明

治44年12月1日・6日）

〔資料145〕改正案第 58 条及ヒ起第 33 号問題ニ付キ（第

32回・35回―明治44年12月1日・13日）

〔資料146〕改正案第 59 条ニ付キ（第33回・34回・35回―明治

44年12月6日・8日・13日）

〔資料147〕改正案第 60 条ニ付キ（第34回―明治44年12月8日）

〔資料148〕改正案第 61 条及ヒ起第 32 号ノ（1）問題ニ
付キ（第34回・36回―明治44年12月8日・15日）

〔資料149〕改正案第 59 条及ヒ起第 34 号問題ニ付キ（第

35回―明治44年12月13日）

〔資料150〕起第32号ノ（2）及ヒ起第35号問題ニ付キ（第

35回―明治44年12月13日）

〔資料151〕改正案第62条ニ付キ（第35回―明治44年12月13日）

〔資料152〕改正案第 29 条ノ 2ニ付キ（第36回―明治44年12

月15日）

〔資料153〕改正案第31条ニ付キ（第36回―明治44年12月15日）

〔資料154〕改正案第63条ニ付キ（第36回―明治44年12月15日）

〔資料155〕改正案第 64条ニ付キ（第37回・38回―明治44年12

月20日・22日）

〔資料156〕改正案第 65 条（第38回―明治44年12月22日）

〔資料157〕改正案第 66 条及ヒ起第 36 号問題ニ付キ（第

39回・40回―明治45年1月17日・19日）

〔資料158〕改正案第67条ニ付キ（第39回―明治45年1月17日）

〔資料159〕改正案第68条ニ付キ（第39回―明治45年1月17日）

〔資料160〕改正案第 69 条ニ付キ（第39回・40回―明治45年1

月17日・19日）

〔資料161〕改正案第70条ニ付キ（第40回―明治45年1月19日）

〔資料162〕改正案第71条ニ付キ（第41回―明治45年1月24日）

〔資料163〕改正案第 72 条（第41回―明治45年1月24日）

〔資料164〕改正案第73条ニ付キ（第42回―明治45年1月26日）

〔資料165〕改正案第 74 条ニ付キ（第42回・43回―明治45年1

月26日・31日）

〔資料166〕改正案第75条ニ付キ（第43回―明治45年1月31日）

〔資料167〕改正案第76条ニ付キ（第43回―明治45年1月31日）

〔資料168〕改正案第77条ニ付キ（第43回―明治45年1月31日）

〔資料169〕改正案第 78条及ヒ起第 37号ニ付キ（第44回・

45回―明治45年2月2日・7日）

〔資料170〕改正案第 79条、第 80条及ヒ起第 38号問題
ニ付キ（第49回・50回・51回―明治45年2月9日・14日・16日）



〔資料171〕改正案第 81 条ニ付キ（第51回―明治45年2月16日）

〔資料172〕改正案第 82 条ニ付キ（第52回―明治45年2月13日）

〔資料173〕改正案第 83 条ニ付キ（第52回・53回・54回―明治

45年2月23日、同3月13日・15日）

〔資料174〕改正案第 84 条ニ付キ（第54回―明治45年3月15日）

〔資料175〕改正案第 85 条ニ付キ（第54回―明治45年3月15日）

〔資料176〕改正案第 86 条ニ付キ（第55回―明治45年5月1日）

〔資料177〕改正案第 87 条ニ付キ（第55回―明治45年5月1日）

〔資料178〕改正案第 88 条ニ付キ（第55回―明治45年5月1日）

〔資料179〕改正案第 88 条第 3 項ニ付キ（第56回―明治45

年5月3日）

〔資料180〕改正案第 89 条ニ付キ（第56回―明治45年5月3日）

〔資料181〕改正案第 90 条ニ付キ（第56回―明治45年5月3日）

〔資料182〕起第39号ノ問題ニ付キ（第57日―明治45年5月8日）

〔資料183〕改正案第 83 条ニ付キ（第57回―明治45年5月8日）

〔資料184〕改正案第 84 条ニ付キ（第57回―明治45年5月8日）

〔資料185〕改正案第 85 条ニ付キ（第57回―明治45年5月8日）

〔資料186〕訴訟法理ニ付テ民法ノ代理ニ関スル規定ニ
従フ趣旨ノ規定ヲ設クヘキヤ否ヤニ付キ（87

条）（第57回―明治45年5月8日）

〔資料187〕改正案第 83 条（第49回決議（2））ニ付キ（第58回―

明治45年5月10日）

〔資料188〕起第40号問題ニ付キ（第58回―明治45年5月10日）

〔資料189〕改正案第91条ニ付キ（第58回―明治45年5月10日）

〔資料190〕改正案第 83 条第 2 項（第49回決議（2））ニ付キ
（第59回―明治45年5月15日）

〔資料191〕改正案第 83 条及ヒ起第 41 号問題ニ付キ（第

60回―明治45年5月17日）

〔資料192〕改正案第91条ニ付キ（第60回―明治45年5月17日）

〔資料193〕改正案第91条ニ付キ（第61回―明治45年5月22日）

〔資料194〕改正案第92条ニ付キ（第61回―明治45年5月22日）

〔資料195〕改正案第93条ニ付キ（第61回―明治45年5月22日）

〔資料196〕起第43号問題ニ付キ（第62回―明治45年5月24日）

〔資料197〕改正案第 92 条但書ノ「事情」ノ解釈ニ付
キ（第62回―明治45年5月24日）

〔資料198〕起第42号問題ニ付キ（第62回―明治45年5月24日）

〔資料199〕改正案第94条ニ付キ（第62回―明治45年5月24日）

〔資料200〕改正案第97条ニ付キ（第63回―明治45年5月29日）

〔資料201〕改正案第98条ニ付キ（第63回―明治45年5月29日）

〔資料202〕改正案第98条ニ付キ（第64回―明治45年7月10日）

〔資料203〕改正案第99条ニ付キ（第64回―明治45年7月10日）

〔資料204〕起第44号問題ニ付キ（第65回―明治45年7月12日）

〔資料205〕改正案第99条ニ付キ（第65回―明治45年7月12日）

〔資料206〕改正案第100条ニ付キ（第65回―明治45年7月12日）

〔資料207〕改正案第101条ニ付キ（第65回―明治45年7月12日）

〔資料208〕改正案第102条ニ付キ（第65回―明治45年7月12日）

〔資料209〕改正案第103条ニ付キ（第66回―明治45年7月17日）

〔資料210〕改正案第104条ニ付キ（第66回―明治45年7月17日）

〔資料211〕改正案第105条ニ付キ（第66回―明治45年7月17日）

〔資料212〕改正案第106条ニ付キ（第66回―明治45年7月17日）

〔資料213〕改正案第107条ニ付キ（第66回―明治45年7月17日）

〔資料214〕第 6 節訴訟上ノ担保ニ付キ（第67回―明治45年

7月19日）

〔資料215〕改正案第108条ニ付キ（第67回―明治45年7月19日）

〔資料216〕改正案第109条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料217〕改正案第110条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料218〕改正案第111条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料219〕改正案第112条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料220〕改正案第113条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料221〕改正案第114条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料222〕改正案第115条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料223〕改正案第116条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料224〕改正案第117条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料225〕改正案第118条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料226〕改正案第119条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料227〕改正案第120条ニ付キ（第68回―明治45年7月24日）

〔資料228〕改正案第120条ニ付キ（第69回―明治45年7月26日）

〔資料229〕改正案第121条ニ付キ（第69回―明治45年7月26日）

〔資料230〕改正案第122条ニ付キ（第69回―明治45年7月26日）

〔資料231〕改正案第123条ニ付キ（第69回―明治45年7月26日）

〔資料232〕改正案第 123 条ニ付キ（第70回―大正元年11月13日）

〔資料233〕改正案第 124 条ニ付キ（第70回―大正元年11月13日）

〔資料234〕改正案第 124 条ニ付キ（第71回―大正元年11月15日）

〔資料235〕起第 48号問題ニ付キ（第72回―大正元年11月20日）

〔資料236〕起第 45号問題ニ付キ（第72回―大正元年11月20日）

〔資料237〕起第 46号問題ニ付キ（第72回―大正元年11月20日）

〔資料238〕改正案第124条ニ付キ（第72回―大正元年11月20日）

〔資料239〕起第46号問題ニ付キ（第73回―大正元年11月22日）

〔資料240〕起第47号問題ニ付キ（第73回―大正元年11月22日）

〔資料241〕起第 49 号ニ付キ（第76回―大正元年12月20日）

〔資料242〕改正案第 126 条（第76回―大正元年12月20日）

〔資料243〕改正案第3条第2項ニ付キ（第77回―大正2年1月15日）

〔資料244〕改正案第4条第2項ニ付キ（第77回―大正2年1月15日）

〔資料245〕改正案第 4 条第 2 項ノ牽連問題ニ付キ（第78

回―大正2年1月17日）

〔資料246〕起第 2号問題ニ付キ（第78回―大正2年1月17日）

〔資料247〕改正案第 5条ニ付キ（第79回―大正2年1月24日）

〔資料248〕起第 10 号問題及ヒ改正案第 7 条ニ付キ（第

79回―大正2年1月24日）

〔資料249〕起第 3 号ノ（1）ノ決議ニ付キ（第80回―大正2年

1月29日）

〔資料250〕改正案第 13条ニ付キ（第80回―大正2年1月29日）

〔資料251〕改正案第14条ニ付キ再議（第80回―大正2年1月29日）

〔資料252〕起第3号問題（2）ニ付キ（第81回―大正2年1月31日）

〔資料253〕改正案第 13条ニ付キ（第81回―大正2年1月31日）

〔資料254〕改正案第 14 条ニ付キ（第82回―大正2年2月7日）

〔資料255〕改正案第 16 条ニ付キ（第82回―大正2年2月7日）

〔資料256〕改正案第 17条ニ付キ（第83回―大正2年2月12日）

〔資料257〕起第 16号問題ニ付キ（第83回―大正2年2月12日）

〔資料258〕改正案第 19条ニ付キ（第83回―大正2年2月12日）

〔資料259〕起第 50 号ニ付キ（第84回―大正2年2月14日）

〔資料260〕改正案第 20条ニ付キ（第84回―大正2年2月14日）

〔資料261〕改正案第 23条ニ付キ（第84回―大正2年2月14日）

〔資料262〕改正案第 25 条ノ留保問題ニ付キ（第84回―大

正2年2月14日）

〔資料263〕改正案第 26条ニ付キ（第84回―大正2年2月14日）

〔資料264〕改正案第 28条ニ付キ（第85回―大正2年2月19日）

〔資料265〕改正案第 28条ニ付キ（第86回―大正2年2月21日）

〔資料266〕起第 9号問題ニ付キ（第87回―大正2年2月26日）

〔資料267〕改正案第127条ニ付キ（第88回―大正2年6月25日）

〔資料268〕改正案第128条ニ付キ（第88回―大正2年6月25日）

〔資料269〕改正案第129条ニ付キ（第88回―大正2年6月25日）

〔資料270〕改正案第130条ニ付キ（第88回―大正2年6月25日）

〔資料271〕改正案第131条ニ付キ（第88回―大正2年6月25日）

〔資料272〕改正案第132条ニ付キ（第88回―大正2年6月25日）

〔資料273〕改正案第133条ニ付キ（第88回―大正2年6月25日）

〔資料274〕改正案第134条ニ付キ（第88回―大正2年6月25日）

〔資料275〕改正案第225条ニ付キ（第88回―大正2年6月25日）

〔資料276〕改正案第128条ニ付キ（第89回―大正2年6月27日）

〔資料277〕改正案第 129 条ノ牽連問題ニ付キ（第89回―



大正2年6月27日）

〔資料278〕改正案第 136 条ニ付キ（第89回―大正2年6旦17日）

〔資料279〕改正案第 137 条ニ付キ（第89回―大正2年6月27日）

〔資料280〕改正案第 137 条ニ付キ（第90回―大正2年6月30日）

〔資料281〕改正案第 138 条ニ付キ（第90回―大正2年6月30日）

〔資料282〕改正案第 139 条ニ付キ（第90回―大正2年6月30日）

〔資料283〕改正案第 140 条ニ付キ（第90回―大正2年6月30日）

〔資料284〕改正案第 141 条ニ付キ（第90回―大正2年6月30日）

〔資料285〕改正案第 142 号ニ付キ（第90回―大正2年6月30日）

〔資料286〕改正案第 143 条ニ付キ（第90回―大正2年6月30日）

〔資料287〕改正案第 144 条ニ付キ（第90回―大正2年6月30日）

〔資料288〕改正案第 144条ニ付キ（第91回―大正2年7月2日）

〔資料289〕改正案第 145条ニ付キ（第91回―大正2年7月2日）

〔資料290〕改正案第 145条ニ付キ（第92回―大正2年7月4日）

〔資料291〕改正案第 146条ニ付キ（第92回―大正2年7月4日）

〔資料292〕改正案第 147条ニ付キ（第92回―大正2年7月4日）

〔資料293〕改正案第 148条ニ付キ（第92回―大正2年7月4日）

〔資料294〕改正案第 149条ニ付キ（第92回―大正2年7月4日）

〔資料295〕改正案第 150条ニ付キ（第92回―大正2年7月4日）

〔資料296〕改正案第 151条ニ付キ（第92回―大正2年7月4日）

〔資料297〕改正案第 152条ニ付キ（第93回―大正2年7月7日）

〔資料298〕改正案第 153条ニ付キ（第93回―大正2年7月7日）

〔資料299〕改正案第 154条ニ付キ（第93回―大正2年7月7日）

〔資料300〕改正案第 154 条ニ付キ（第94回―大正2年7月11日）

〔資料301〕改正案第 155 条ニ付キ（第94回―大正2年7月11日）

〔資料302〕改正案第 156 条ニ付キ（第94回―大正2年7月11日）

〔資料303〕改正案第 157 条ニ付キ（第94回―大正2年7月11日）

〔資料304〕改正案第 158 条ニ付キ（第94回―大正2年7月11日）

〔資料305〕改正案第 159 条ニ付キ（第95回―大正2年7月14日）

〔資料306〕改正案第 160 条ニ付キ（第95回―大正2年7月14日）

〔資料307〕訴訟代理人アル場合ノ送達ニ付キ（第95回―

大正2年7月14日）

〔資料308〕現行法第141条ニ付キ（第95回―大正2年7月14日）

〔資料309〕数人ノ法律上代理人アル場合ノ送達ニ付キ
（第95回―大正2年7月14日）

〔資料310〕改正案第 161 条ニ付キ（第95回―大正2年7月14日）

〔資料311〕改正案第 157 条ニ付キ（第96回―大正2年7月16日）

〔資料312〕改正案第 162 条ニ付キ（第96回―大正2年7月16日）

〔資料313〕改正案第 163 条ニ付キ（第96回―大正2年7月16日）

〔資料314〕改正案第 164 条 2 付キ（第96回―大正2年7月16日）

〔資料315〕改正案第 165 条ニ付キ（第96回―大正2年7月16日）

〔資料316〕官公衙ニ於テ送達ヲ為スヘキ場合ニ於テ送達ヲ
受クヘキ者ニ出会ハサルトキ（第96回―大正2年7月16日）

〔資料317〕改正案第 166 条ニ付キ（第96回―大正2年7月16日）

〔資料318〕改正案第 157 条ノ牽連問題ニ付キ（第97回―

大正2年7月18日）

〔資料319〕改正案第 167 条ニ付キ（第97回―大正2年7月18日）

〔資料320〕改正案第 168 条ニ付キ（第97回―大正2年7月18日）

〔資料321〕改正案第 169 条ニ付キ（第97回―大正2年7月18日）

〔資料322〕改正案第 170 条ニ付キ（第97回―大正2年7月18日）

〔資料323〕治外法権者ニ為ス送達ニ付キ（第97回―大正2

年7月18日）

〔資料324〕改正案第 171 条ニ付キ（第97回―大正2年7月18日）

〔資料325〕改正案第 172 条ニ付キ（第97回―大正2年7月18日）

〔資料326〕改正案第 161 条ニ付キ（第98回―大正2年7月21日）

〔資料327〕改正案第 173 条ニ付キ（第98回―大正2年7月21日）

〔資料328〕改正案第 174 条ニ付キ（第98回―大正2年7月21日）

〔資料329〕改正案第 175 条ニ付キ（第98回―大正2年7月21日）

〔資料330〕改正案第 176 条ニ付キ（第98回―大正2年7月21日）

〔資料331〕改正案第 177 条ニ付キ（第98回―大正2年7月21日）

〔資料332〕改正案第178条ニ付キ（第98回―大正2年7月21日）

〔資料333〕改正案第179条ニ付キ（第98回―大正2年7月21日）

〔資料334〕改正案第180条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料335〕改正案第181条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料336〕改正案第182条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料337〕改正案第183条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料338〕改正案第184条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料339〕改正案第185条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料340〕改正案第186条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料341〕改正案第187条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料342〕改正案第188条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料343〕改正案第189条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料344〕改正案第190条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料345〕改正案第191条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料346〕改正案第192条ニ付キ（第99回―大正2年7月23日）

〔資料347〕改正案第193条ニ付キ（第100回―大正2年7月25日）

〔資料348〕改正案第194条ニ付キ（第100回―大正2年7月25日）

〔資料349〕改正案第195条ニ付キ（第100回―大正2年7月25日）

〔資料350〕改正案第196条ニ付キ（第100回―大正2年7月25日）

〔資料351〕改正案第197条ニ付キ（第100回―大正2年7月25日）

〔資料352〕改正案第198条ニ付キ（第100回―大正2年7月25日）

〔資料353〕改正案第199条ニ付キ（第100回―大正2年7月25日）

〔資料354〕改正案第200条ニ付キ（第101回―大正3年5月4日）

〔資料355〕改正案第201条ニ付キ（第101回―大正3年5月4日）

〔資料356〕改正案第202条ニ付キ（第101回―大正3年5月4日）

〔資料357〕改正案第 203 条及ヒ第 204 条ニ付キ（第101回

―大正3年5月4日）

〔資料358〕改正案第 205 条乃至第 218 条ニ付キ（第101回

―大正3年5月4日）

〔資料359〕改正案第219条ニ付キ（第101回―大正3年5月4日）

Ⅴ　民事訴訟法改正起草委員会決議
〔資料360〕民事訴訟法改正起草委員会決議案（第1編第1

章）（第1案）

〔資料361〕民事訴訟法改正起草委員会決議案（第1編第2

章）（第1案）

〔資料362〕民事訴訟法改正起草委員会決議（〔第2回〕―明

治44年5月24日）

〔資料363〕民事訴訟法改正起草委員会決議（〔第3回〕―明

治44年5月31日）

〔資料364〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第3回―明治

44年5月31日）

〔資料365〕民事訴訟法改正起草委員会決議（〔第4回〕―明

治44年6月2日）

〔資料366〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第5回―明治

44年6月7日）

〔資料367〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第6回―明治

44年6月9日）

〔資料368〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第7回―明治

44年6月14日）

〔資料369〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第8回―明治

44年6月16日）

〔資料370〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第9回―明治

44年6月23日）

〔資料371〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第10回―明

治44年6月28日）

〔資料372〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第11回―明

治44年6月30日）

〔資料373〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第12回―明

治44年7月5日）



〔資料374〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第13回―明治

44年7月7日）

〔資料375〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第14回―明治

44年7月12日）

〔資料376〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第15回―明治

44年7月14日）

〔資料377〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第16回―明治

44年7月26日）

〔資料378〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第17回―明治

44年7月28日）

〔資料379〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第18回―明治

44年9月22日）

〔資料380〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第19回―明治

44年9月29日）

〔資料381〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第20回―明治

44年10月4日）

〔資料382〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第21回―明治

44年10月6日）

〔資料383〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第22回―明治

44年10月13日）

〔資料384〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第23回―明治

44年10月18日）

〔資料385〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第24回―明治

44年10月20日）

〔資料386〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第25回―明治

44年10月25日）

〔資料387〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第26回―明治

44年10月27日）

〔資料388〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第27回―明治

44年11月10日）

〔資料389〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第28回―明治

44年11月17日）

〔資料390〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第30回―明治

44年11月24日）

〔資料391〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第31回―明治

44年11月29日）

〔資料392〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第32回―明治

44年12月1日）

〔資料393〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第33回―明治

44年12月6日）

〔資料394〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第34回―明治

44年12月8日）

〔資料395〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第35回―明治

44年12月13日）

〔資料396〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第36回―明治

44年12月15日）

〔資料397〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第37回―明治

44年12月20日）

〔資料398〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第38回―明治

44年12月22日）

〔資料399〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第39回―明治

45年1月17日）

〔資料400〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第40回―明治

45年1月19日）

〔資料401〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第41回―明治

45年1月24日）

〔資料402〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第42回―明治

45年1月26日）

〔資料403〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第43回―明治

45年1月31日）

〔資料404〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第44回―明

治45年2月14日）

〔資料405〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第45回―明

治45年2月16日）

〔資料406〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第46回―明

治45年2月23日）

〔資料407〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第47回―明

治45年5月1日）

〔資料408〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第48回―明

治45年5月3日）

〔資料409〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第49回―明

治45年5月8日）

〔資料410〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第50回―明

治45年5月10日）

〔資料411〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第51回―明

治45年5月17日）

〔資料412〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第52回―明

治45年5月22日）

〔資料413〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第53回―明

治45年5月24日）

〔資料414〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第54回―明

治45年7月12日）

〔資料415〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第55回―明

治45年7月17日）

〔資料416〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第56回―明

治45年7月19日）

〔資料417〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第57回―明

治45年7月24日）

〔資料418〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第58回―明

治45年7月26日）

〔資料419〕民事訴訟法改正起草委員会留保事項（第1号

―明治44年5月～明治45年7月）

〔資料420〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第59回―大

正元年11月13日）

〔資料421〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第60回―大

正元年11月20日）

〔資料422〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第61回―大

正元年11月22日）

〔資料423〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第62回―大

正元年12月20日）

〔資料424〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第63回―大

正2年1月15日）

〔資料425〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第64回―大

正2年1月24日）

〔資料426〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第65回―大

正2年1月29日）

〔資料427〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第66回―大

正2年1月31日）

〔資料428〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第67回―大

正2年2月7日）

〔資料429〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第68回―大

正2年2月12日）

〔資料430〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第69回―大

正2年2月14日）

〔資料431〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第70回―大

正2年2月21日）

〔資料432〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第71回―大

正2年6月25日）

〔資料433〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第72回―大

正2年6月27日）



〔資料434〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第73回―大正

2年6月30日）

〔資料435〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第74回―大正

2年7月2日）

〔資料436〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第75回―大正

2年7月4日）

〔資料437〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第76回―大正

2年7月7日）

〔資料438〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第77回―大正

2年7月11日）

〔資料439〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第78回―大正

2年7月14日）

〔資料440〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第79回―大正

2年7月16日）

〔資料441〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第80回―大正

2年7月18日）

〔資料442〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第81回―大正

2年7月21日）

〔資料443〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第82回―大正

2年7月23日）

〔資料444〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第83回―大正

2年7月25日）

〔資料445〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第84回）

〔資料446〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第85回―大正

3年5月8日）

〔資料447〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第86回―大正

3年5月11日）

〔資料448〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第87回―大正

3年6月1日）

〔資料449〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第88回―大正

3年6月5日）

〔資料450〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第89回―大正

3年6月8日）

〔資料451〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第90回―大正

3年6月12日）

〔資料452〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第91回―大正

3年6月15日）

〔資料453〕民事訴訟法改正起草委員会決議（第92回―大

正3年6月22日）

Ⅵ　議民乙第 1 号　民事訴訟法改正ニ関ス

　ル問題及び修正案
〔資料454〕議民乙第 1号　民事訴訟法改正ニ関スル問題
〔資料455〕議民乙第 1 号ノ 2　民事訴訟法改正ニ関ス

ル問題
〔資料456〕議民乙第 1号ノ 2中（1）及（2）修正案（大正3年

12月21日横田（5）主査委員提出）

〔資料457〕議民乙第 1 号ノ 3　民事訴訟法改正主査委
員会問題（特別委員会提案）

〔資料458〕議民乙第 1号中（17）訂正案（大正4年2月13日）

Ⅶ　民事訴訟法改正主査委員会日誌
〔資料459〕第 1 回主査委員会（明治44年6月21日）

〔資料460〕第 2 回主査委員会（大正3年11月18日）

〔資料461〕第 3 回主査委員会（大正3年11月25日）

〔資料462〕第 4 回主査委員会（大正3年11月30日）

〔資料463〕第 5 回主査委員会（大正3年12月2日）

〔資料464〕第 6 回主査委員会（大正3年12月7日）

〔資料465〕第 7 回主査委員会（大正3年12月14日）

〔資料466〕第 8 回主査委員会（大正3年12月16日）

〔資料467〕第 9 回主査委員会（大正3年12月21日）

〔資料468〕民事訴訟法改正特別委員会議案（原案）

〔資料469〕民事訴訟法改正特別委員会議案（大正4年2月8日）

〔資料470〕第10回主査委員会（大正4年2月17日）

Ⅷ　民事訴訟法改正ニ関スル総会議案
〔資料471〕議民甲第 11 号　民事訴訟法改正ニ関スル

総会議案
〔資料472〕議民甲第 11 号　民事訴訟法改正ニ関スル

総会議案一部訂正



民事訴訟法〔大正改正編〕（2）
〔日本立法資料全集11〕

本体48,544円 +税

ISBN978-4-88261-214-8

菊変・上製・680 頁

《本書の内容》

第 1 部　民事訴訟法〔大正 15 年〕改正の

　　　経過（その 2）

第 1 章　民事訴訟法中改正法律案の反響と

　　　改正法成立

　第 1節　民事訴訟法中改正法律案の反響

　第 2節　帝国議会における審議

第 2章　収録資料の説明

第 2部　民事訴訟法〔大正 15 年〕改正資料

　　　（その 2）

Ⅸ　民事訴訟法改正起案会仮決定案・決定案
〔資料473〕民事訴訟法改正起案会決定案第 1 編総則（仮

決定案）

第 1編第 1章　裁判所　第 1節　管轄

第 1 編第 1 章第 2 節　裁判所職員ノ除斥、忌避

及ヒ回避

第 1 編第 2 章　当事者　第 1 節　当事者能力及

ヒ訴訟能力

第 1編第 2章第 2節　共同訴訟

第 1編第 2章第 2節　共同訴訟

第 1編第 2章第 3節　訴訟参加

第 1編第 2章第 3節　訴訟参加（起案会第2決定案）

第 1 編第 2 章第 2 節　訴訟代理人及ヒ輔佐人（大

正4年10月19日印刷）

第 1編第□章　訴訟費用

第 1 編第 3 章　訴訟費用　第 1 節　訴訟費用ノ

負担（起案会第2決定案）

第 1 編第 3 章第 2 節　訴訟費用ノ担保（大正5年6月

23日印刷）

第 1 編第 3 章第 2 節　訴訟費用ノ担保（大正5年7月

13日印刷）（起案会第2決定案）

第 1 編第 3 章第 2 節　訴訟費用ノ担保（大正5年7月

17日印刷） 

第 1 編第 3 章第 3 節　訴訟上ノ救助（大正5年7月19

日印刷）

第 1 編第 3 章第 3 節　訴訟上ノ救助（大正5年7月20

目印刷）

第 1 編第 3 章第 3 節　訴訟上ノ救助（大正5年8月1

日印刷）（起案会第2決定案）

第 1 編第 4 章　訴訟手続　第 1 節　口頭弁論（大

正5年10月19日印刷）

第 1編第 4章第 1節　口頭弁論（大正5年10月25日印刷）

第 1編第 4章第 1節　口頭弁論（大正5年11月6日印刷）

第 1編第 4章第 2節　送達（大正5年12月12日印刷）

第 1編第 4章第 2節　送達（大正5年12月23日印刷）

（起案会第3決定案）

明治 23 年民事訴訟法の改正が実務から求められた

ことに対応し、かつ新しい民法との調整のために

必要になった「民事訴訟法改正（大正 15 年民事訴

訟法改正）」の立法経過を時系列的・網羅的に跡づ

ける立法資料。東京大学法学部附属近代日本法政

資料センター所蔵の「池田寅二郎関係文書」の調

査により発見された、大正 15 年の民事訴訟法改正

へと結実する多数の資料を収載。

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



第 1 編第 4章第 3節　送達（大正5年12月27日印刷）

第 1 編第 4章第 2節　送達（大正6年1月24日印刷）

第 1編第 4章第 1節　口頭弁論（大正6年2月14日印刷）

第 1編第 4章第 1節　口頭弁論（大正6年2月20日印刷）

第 1 編第 4章第 2節　送達（大正6年3月3日決定）

第 1 編第 4章第 2節　送達（大正6年3月5日決定）

第 1 編第 4章第 2節　送達（大正6年3月10日決定）

第 1編第 4章第 3節　期日及ヒ期間（大正6年3月19

日決定）

第 1 編第 4 章第 3 節　期日及ヒ期間（大正6年3月26

日決定）（起案会第2決定案）

第 1 編第 4 章第 4 節　訴訟手続ノ中断、中止及

ヒ休止（大正6年3月31日決定）

第 1 編第 4 章第 4 節　訴訟手続ノ中断、中止及

ヒ休止（大正6年4月2日決定）（第2決定案）

第 1 編第 4 章第 4 節　訴訟手続ノ中断、中止及

ヒ休止（大正6年4月7日決定）

第 1 編第 4 章第 4 節　訴訟手続ノ中止（大正6年4月

21日決定）（第3決定案）

第 1 編第 4 章第 3 節　期日及ヒ期間（大正6年4月23

日決定）（起案会第2決定案）

〔資料474〕民事訴訟法改正起案会決定案第 4 編再審（仮

決定案）

大正 8年 5月 26 日

大正 8年 6月 23 日

大正 8年 10 月 10 日

大正 8年 11月 7 日

大正 9年 4月 2日

大正 9年 4月 9日

大正 9年 4月 16 日

大正 9年 4月 23 日

大正 9年 4月 26 日～ 5月 10 日（第2決定案）

民訴起案会議案（松岡委員調査）

〔資料475〕民事訴訟法改正起案会決定案（410条まで）（起

草委員会議案）

第 1編総則第 1章　裁判所　第 1節　管轄

第 1 編第 1 章第 2 節　裁判所職員ノ除斥及ヒ忌

避（大正4年5月31日印刷）

第 1 編第 2 章　当事者　第 1 節　当事者能力及

ヒ訴訟能力（大正5年2月8日印刷）

第 1編第 2 章第 1節ノ続（大正5年2月15日印刷）

第 1 編第 2章第 2節　共同訴訟（大正5年4月10日印刷）

第 1 編第 2 章第 3 節　訴訟参加、第 4 節　訴訟

代理人及ヒ補佐人（大正5年5月1日印刷）

第 1 編第 3 章　訴訟費用　第 1 節　訴訟費用ノ

負担

第 1 編第 3 章第 2 節　訴訟費用ノ担保、第 3 節

　訴訟上ノ救助（大正5年10月9日印刷）

第 1 編第 4 章　訴訟手続　第 1 節　口頭弁論（大

正6年1月30日印刷）

第 1編第 4 章第 1節　口頭弁論（大正6年2月26日改案）

第 1編第 4 章第 2節　送達（大正6年3月12日決定）

第 1 編第 4 章第 3 節　期日及ヒ期間、第 4 節　

訴訟手続ノ中断及ヒ中止（大正6年5月7日決定）

第1編第4章第4節　訴訟手続ノ中断及ヒ中止（大

正6年5月7日決定）

第 2 編　第一審ノ訴訟手続　第 1 章　地方裁判

所ノ訴訟手続　第 1 節　訴（大正6年9月17日

～10月1日決定）

第 2編第 1章第 2節　準備手続（大正6年10月3日、10

　　　　月6日決定）

第 2編第 1章第 3節　証拠（大正6年6月25日～12月24

　　　　日決定）

第 2編第 1章第 4節　裁判（大正7年1月25日～5月24日

　　　　決定）

第 2 編第 2 章　区裁判所ノ訴訟手続（大正7年5月27

日～6月3日決定）

第 3編　上訴（大正7年6月5日～12月16日）

第 4編　再審（大正8年5月26日～9年7月16日）

第 5編　督促手続（大正9年4月2日～7月16日）

Ⅹ　民事訴訟法改正起草委員会案・民事訴

　訟法中改正法律案の立案経過

（1）第 1案関係資料

〔資料476〕民事訴訟法改正起草委員会決議案（第1案）

第 1 編総則第 1 章　裁判所、第 2 章　当事者、

第 3章　訴訟費用（大正5年9月調製）

第 1 編第 4 章　訴訟手続　第 1 節　口頭弁論（大

正6年2月7日～3月28日決議）

第 1 編第 4 章第 2 節　送達（大正6年4月25日～6月20

日決議）

第 1 編第 4 章第 3 節　期日及ヒ期間（大正6年6月13

日～6月20日決議）

第1編第4章第4節　訴訟手続ノ中断及ヒ中止（大

正6年7月4日～9月26日決議）

第 2 編　第一審ノ訴訟手続　第 1 章　地方裁判

所ノ訴訟手続　第 1 節　訴（大正6年10月10日

～11月28日決議）

第 2 編第 1 章第 2 節　準備手続（大正6年12月5日～

12月19日決議）

第 2 編第 1 章第 3 節　証拠（大正7年1月16日～6月12

日決議）

第 2 編第 1 章第 3 節　証拠ノ続（大正7年6月19日～7

月17日決議）

第 2 編第 1 章第 4 節　裁判（大正7年10月4日～11月22

日決議）

第 2 編第 2 章　区裁判所ノ訴訟手続（大正7年11月

29日～12月9日決議）

第 3編　上訴（大正9年6月16日～7月21日決議）

第 4 編　再審、第 5 編　督促手続（大正9年10月6日

～10月20日）

〔資料477〕民事訴訟法改正起草委員会決議第 1 案ニ対
スル起案会修正案（起草委員会第2読会議案）（大正

8年1月10日整理印刷）

〔資料478〕民事訴訟法改正案（起草委員会案）



〔資料479〕民事訴訟法改正案（第1案・議案）

（2）第 2案・第 3案関係資料
〔資料480〕民事訴訟法改正案修正問題
〔資料481〕民事訴訟法改正案（第2案）

〔資料482〕民事訴訟法案（第3案）（大正13年9月）

（3）第 4案関係資料
〔資料483〕民事訴訟法案中修正案（大正14年6月8日起草委

員会決議）

〔資料484〕民事訴訟法案中修正案（大正14年6月23日起草委

員会決議）

〔資料485〕修正条項（大正14年7月14日総会決議）

〔資料486〕民事訴訟法案中修正案（大正14年7月15日起草委

員会決議）

〔資料487〕民事訴訟法案中修正案（起草委員提案）（大正14

年7月20日印刷）

〔資料488〕民事訴訟法案修正条項（大正14年7月23日印刷）

〔資料489〕民事訴訟法案中修正案（起草委員提案）（大正14

年7月24日）

〔資料490〕修正問題（大正14年9月9日印刷）

〔資料491〕質問事項（大正14年9月18日印刷）

〔資料492〕修正案（大正14年10月5日印刷）

〔資料493〕質疑事項追加（大正14年10月5日印刷）

〔資料494〕参考案（大正14年10月5日印刷）

〔資料495〕整理ニ依リ修正シタル字句（大正14年9月19日印刷）

〔資料496〕起草委員会修正（大正14年10月8日印刷）

〔資料497〕起草委員会整理条項（大正14年10月10日印刷）

〔資料498〕起草委員会整理条項（大正14年10月15日印刷）

〔資料499〕改正民事訴訟法案（第4案）（大正14年10月印刷）

（4）第 5案（議会提出案）
〔資料500〕民事訴訟法中改正法律案（議会提出・第5案）

〔資料501〕民事訴訟法中改正法律案理由書

Ⅺ　関連改正法律案

（1）関係法律ノ改正ノ検討・整理
〔資料502〕強制執行ニ関スル規定ノ改廃
〔資料503〕民事訴訟費用法中ノ改正
〔資料504〕非訟事件手続法中ノ改正
〔資料505〕供託法中ノ改正
〔資料506〕不動産登記法中ノ改正
〔資料507〕民事訴訟法第 6編以下ノ規定ノ整理
〔資料508〕民事訴訟法第 6編以下ノ整理
〔資料509〕強制執行ノ規定中修正ニ関スル問題（大正14

年9月30日印刷）

〔資料510〕松岡委員ヨリ注意ノ分（大正14年9月8日印刷）

〔資料511〕民事訴訟費用法中ノ整理（大正14年10月1日印刷）

〔資料512〕民事訴訟用印紙法中ノ整理（大正14年10月6日印刷）

〔資料513〕人事訴訟手続法中ノ整理
〔資料514〕人事訴訟手続法中ノ整理（大正14年10月1日印刷）

〔資料515〕非訟事件手続法中ノ整理（大正14年10月2日印刷）

〔資料516〕競売法中ノ整理（大正14年10月1日印刷）

〔資料517〕競売法中ノ整理（大正14年10月2日印刷）

〔資料518〕破産法中ノ整理（大正14年10月6日印刷）

〔資料519〕諸規定ノ整理（大正14年11月17日印刷）

〔資料520〕経過規定関係（大正14年10月30日、11月2日・6日・9

日・10日・16日・20日印刷）

（2）関係諸法律中改正法律案
〔資料521〕民事訴訟施行法案
〔資料522〕民事訴訟法施行法案
〔資料523〕民事訴訟法施行法案
〔資料524〕民事訴訟法施行法案（大正15年1月9日印刷）

〔資料525〕民事訴訟法中改正法律施行法案（議会提出・活版）

〔資料526〕民事訴訟法中改正法律施行法案理由書
〔資料527〕人事訴訟手続法中改正法律案
〔資料528〕人事訴訟手続法中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料529〕人事訴訟手続法中改正法律案理由書
〔資料530〕非訟事件手続法中改正法律案
〔資料531〕非訟事件手続法中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料532〕非訟事件手続法中改正法律案理由書
〔資料533〕民法中改正法律案
〔資料534〕民法中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料535〕民法中改正法律案理由書
〔資料536〕競売法中改正法律案
〔資料537〕競売法中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料538〕競売法中改正法律案理由書
〔資料539〕破産法中改正法律案
〔資料540〕破産法中改正法律案
〔資料541〕破産法中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料542〕破産法中改正法律案理由書
〔資料543〕民事訴訟費用法中改正法律案
〔資料544〕民事訴訟費用法中改正法律案
〔資料545〕民事訴訟費用法中改正法律案
〔資料546〕民事訴訟費用法中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料547〕民事訴訟費用法中改正法律案理由書
〔資料548〕民事訴訟用印紙法中改正法律案
〔資料549〕民事訴訟用印紙法中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料550〕民事訴訟用印紙法中改正法律案理由書
〔資料551〕商事非訟事件印紙法中改正法律案
〔資料552〕商事非訟事件印紙法中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料553〕商事非訟事件印紙法中改正法律案理由書
〔資料554〕明治 32 年法律第 50 号（外国人ノ署名捺印及無

資力証明ニ関スル法律）中改正法律案
〔資料555〕明治 32 年法律第 50 号（外国人ノ署名捺印及無資

力証明ニ関スル法律）中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料556〕明治 32 年法律第 50 号（外国人ノ署名捺印及無

資力証明ニ関スル法律）中改正法律案理由書
〔資料557〕裁判所構成法中改正法律案
〔資料558〕刑事訴訟法中改正法律案
〔資料559〕刑事訴訟法中改正法律案（議会提出・活版）

〔資料560〕刑事訴訟法中改正法律案理由書
〔資料561〕改正民事訴訟法案
〔資料562〕民事訴訟法中改正法律案理由書

Ⅻ　帝国議会における修正・成立
〔資料563〕民事訴訟法中改正法律案の修正
〔資料564〕民事訴訟法中改正法律施行法案の修正
〔資料565〕民事訴訟法中改正法律案（政府提出、貴族院送

付）の修正
〔資料566〕民事訴訟法中改正法律施行法案（政府提出、貴

族院送付）の修正
〔資料567〕民事訴訟法中改正法律案等の帝国議会にお

ける修正条項（大正15年4月13日）（司法省民事局）

〔資料568〕民事訴訟法中改正法律（大正15年4月24日法律第

61号）正文
〔資料569〕民事訴訟法中改正法律施行法（大正15年4月24

日法律第62号）正文



〔資料570〕民事訴訟費用法中改正法律（大正15年4月24日

法律第63号）正文
〔資料571〕民事訴訟用印紙法中改正法律（大正15年4月24

日法律第64号）正文
〔資料572〕商事非訴事件印紙法中改正法律（大正15年4月

24日法律第65号）正文
〔資料573〕人事訴訟手続法中改正法律（大正15年4月24日

法律第66号）正文
〔資料574〕非訟事件手続法中改正法律（大正15年4月24日

法律第67号）正文
〔資料575〕競売法中改正法律（大正15年4月24日法律第68号）

正文
〔資料576〕民法中改正法律（大正15年4月24日法律第69号）正文
〔資料577〕破産法中改正法律（大正15年4月24日法律第70号）正文
〔資料578〕明治 32 年法律第 50 号中改正法律（大正15年4

月24日法律第71号）正文
〔資料579〕刑事訴訟法中改正法律（大正15年4月24日法律第

72号） 正文

第 3部　関連資料

Ⅰ　民事訴訟法案経過報告
〔関連資料1〕民事訴訟法案経過報告案
〔関連資料2〕民事訴訟法案経過報告

Ⅱ　民事訴訟法改正要目
〔関連資料3〕民事訴訟法改正要目（大正14年10月15日印刷）

〔関連資料4〕民事訴訟法改正要目（修正改版ノ分）（大正15年

1月18日印刷）

〔関連資料5〕民事訴訟法改正要目（関係法文参照ノ分）（大正

15年1月29日印刷）

Ⅲ　改正意見等
〔関連資料6〕池田寅二郎あて今村恭太郎の書簡
〔関連資料7〕今村恭太郎「民事訴訟法改正ト訴訟ノ促進」
〔関連資料8〕帝国弁護士会「民事訴訟法改正案修正意

見」（大正15年2月）

〔関連資料9〕「民事訴訟法改正案に対する帝国弁護士会
の意見」（法律新聞第2520号、大正15年3月20日発行）

〔関連資料10〕池田民事局長あて日本弁護士協会および
東京弁護士会の書簡

〔関連資料11〕日本弁護士協会・東京弁護士会「民事訴
訟法改正案ニ対スル修正意見」（大正15年2月）

〔関連資料12〕証書訴訟為替訴訟ノ廃止反対論ニ対スル
反駁

〔関連資料13〕民事訴訟遅延ノ弊ニ関スル対策（大正13年1

月27日）

〔関連資料14〕大正 11 年 5 月司法官会同ニ於ケル諮問
事項及答申（抄録）

Ⅳ　準備手続等に関する立法調査等
〔関連資料15〕英国民事訴訟法ニ於ケル準備手続ノ概要
〔関連資料16〕英国民事訴訟法ニ於ケル準備手続ノ要旨
〔関連資料17〕準備手続ニ関スル墺国民事訴訟法ノ規定

ノ大要
〔関連資料18〕仏国訴訟手続略記
〔関連資料19〕民事訴訟手続簡捷ニ関スル法律草案抄
〔関連資料20〕上訴制限ニ関スル立法例調（大正13年2月16

日印刷）

〔関連資料21〕法定期間（不変期間ヲ除ク）

〔関連資料22〕民訴改正案中口頭弁論ヲ経ルコトヲ要セ
サル旨ヲ明記シタル場合

〔関連資料23〕不服申立に関する調査
〔関連資料24〕黙秘ノ義務ニ関スル法令
〔関連資料25〕職務ノ性質上黙秘ノ義務ヲ有スルモノ

Ⅴ　訴訟統計資料
〔関連資料26〕大正 11 年～ 13 年民事第一審訴訟受理件

数表
〔関連資料27〕大正 11 年～ 13 年民事第一審訴訟既済件

数表
〔関連資料28〕年度比較民事訴訟既済事件審理日数表

（地方裁判所）

〔関連資料29〕年度比較民事訴訟既済事件審理日数表
（区裁判所）

〔関連資料30〕地方裁判所・同支部民事訴訟既済件数表
〔関連資料31〕区裁判所民事訴訟既済件数表
〔関連資料32〕民事訴訟審理日数表（大正13年度）

〔関連資料33〕大正 12 年・13 年民事第一審訴訟未済事
件（進行中）審理期間表

〔関連資料34〕大正 13 年度民事第一審訴訟未済事件審
理期間表

〔関連資料35〕大正 11 年～ 13 年民事第一審欠席判決・
故障申立件数表

〔関連資料36〕大正 13 年民事第一審訴訟事件中欠席判
決数調

〔関連資料37〕証書訴訟・為替訴訟事件ニシテ通常訴訟
手続ニ引直サレタル事件数調（地方裁判所）

〔関連資料38〕証書訴訟・為替訴訟事件ニシテ通常訴訟
手続ニ引直サレタル事件数調（区裁判所）

〔関連資料39〕訴訟物ノ価額別件
〔関連資料40〕支払命令件数調
〔関連資料41〕支払命令ニ対スル異議申立事件調

Ⅵ　新旧法対照表
〔関連資料42〕再審ノ訴ニ関スル新旧法ノ相違事項
〔関連資料43〕民事訴訟法第 1 編乃至第 5 編新旧法条対

照（大正15年2月25日）

〔関連資料44〕民訴法条対照
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《本書の内容》

第 1 部　民事訴訟法改正調査委員会議事

　　　速記録について

第 2部　民事訴訟法〔大正 15 年〕改正資料

　　　―民事訴訟法改正調査委員会議事速記録〔前半〕

Ⅰ　民事訴訟法改正調査委員会議事速記録
〔資料580〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 2

回（大正10年12月15日）

〔資料581〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 3
回（大正11年1月17日）

〔資料582〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 4
回（大正11年1月24日）

〔資料583〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 5
回（大正11年1月31日）

〔資料584〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 6
回（大正11年2月7日）

〔資料585〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 7
回（大正11年2月28日）

〔資料586〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 8
回（大正11年3月7日）

〔資料587〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 9
回（大正11年4月4日）

〔資料588〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 10

回（大正11年4月11日）

〔資料589〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第11
回（大正11年4月18日）

〔資料590〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第12
回（大正11年4月25日）

〔資料591〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第13
回（大正11年5月2日）

〔資料592〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第14
回（大正11年5月9日）

〔資料593〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第15
回（大正11年5月30日）

〔資料594〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第16
回（大正11年6月5日）

〔資料595〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第17
回（大正11年6月13日）

〔資料596〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第18
回（大正11年6月20日）

〔資料597〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第19
回（大正11年6月27日）

〔資料598〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第20
回（大正11年7月4日）

〔資料599〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第21
回（大正11年7月11日）

〔資料600〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第22
回（大正11年9月19日）

〔資料601〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第23
回（大正11年9月26日）

〔資料602〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第24

明治 23 年民事訴訟法の改正が実務から求められた

ことに対応し、かつ新しい民法との調整のために

必要になった「民事訴訟法改正（大正 15 年民事訴

訟法改正）」の立法経過を時系列的・網羅的に跡づ

ける立法資料。東京大学法学部附属近代日本法政

資料センター所蔵の「池田寅二郎関係文書」の調

査により発見された、大正 15 年の民事訴訟法改正

へと結実する多数の資料を収載。

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



回（大正11年10月3日）

〔資料603〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 25
回（大正11年10月10日）

〔資料604〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 26
回（大正11年10月24日）

〔資料605〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 27
回（大正11年11月7日）

〔資料606〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 28
回（大正11年11月11日）

〔資料607〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 29
回（大正11年11月28日）

〔資料608〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 30
回（大正11年12月5日）

〔資料609〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 31
回（大正11年12月12日）

〔資料610〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 32
回（大正11年12月19日）

〔資料611〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 33
回（大正12年1月16日）

〔資料612〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 34
回（大正12年1月23日）

〔資料613〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 35
回（大正12年1月30日）

〔資料614〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第36
回（大正12年2月6日）

〔資料615〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第37
回（大正12年2月13日）

〔資料616〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第38
回（大正12年2月20日）

〔資料617〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第39
回（大正12年3月13日）

〔資料618〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第40
回（大正12年3月20日）

〔資料619〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第41
回（大正12年3月27日）

〔資料620〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第42
回（大正12年4月10日）

〔資料621〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第43
回（大正12年4月17日）

〔資料622〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第44
回（大正12年4月24日）

〔資料623〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第45
回（大正12年5月1日）

附〔資料480〕（再録）民事訴訟法改正案修正問題
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《本書の内容》

第 2 部　民事訴訟法〔大正15年〕改正資料―

民事訴訟法改正調査委員会議事速記録〔後半〕、民事訴

訟法中改正法律案理由書、第 51帝国議会審議録〔前半〕

Ⅰ　民事訴訟法改正調査委員会議事速記録（続）

〔資料624〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 46
回（大正14年4月23日）

〔資料625〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 47
回（大正14年5月22日）

〔資料626〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 48
回（大正14年5月26日）

〔資料627〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 49
回（大正14年6月2日）

〔資料628〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 50
回（大正14年6月9日）

〔資料629〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 51
回（大正14年6月16日）

〔資料630〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 52
回（大正14年6月23日）

〔資料631〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 53
回（大正14年6月30日）

〔資料632〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 54
回（大正14年7月7日）

〔資料633〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 55
回（大正14年7月11日）

〔資料634〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第 56

回（大正14年7月14日）

〔資料635〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第57
回（大正14年7月17日）

〔資料636〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第58
回（大正14年7月24日）

〔資料637〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第59
回（大正14年10月15日）

〔資料638〕民事訴訟法改正調査委員会議事速記録第60
回（大正14年12月17日）

Ⅱ　民事訴訟法中改正法律案理由書
〔資料639〕民事訴訟法中改正法律案理由書

本案ノ要旨

第 1編　総則

　第 1章　裁判所

　　第 1節　管轄

　　第 2節　裁判所職員ノ除斥、忌避及回避

　第 2章　当事者

　　第 1節　当事者能力及訴訟能力

　　第 2節　共同訴訟

　　第 3節　訴訟参加

　　第 4節　訴訟代理人及輔佐人

　第 3章　訴訟費用

　　第 1節　訴訟費用ノ負担

　　第 2節　訴訟費用ノ担保

　　第 3節　訴訟上ノ救助

明治 23 年民事訴訟法の改正が実務から求められた

ことに対応し、かつ新しい民法との調整のために

必要になった「民事訴訟法改正（大正 15 年民事訴

訟法改正）」の立法経過を時系列的・網羅的に跡づ

ける立法資料。東京大学法学部附属近代日本法政

資料センター所蔵の「池田寅二郎関係文書」の調

査により発見された、大正 15 年の民事訴訟法改正

へと結実する多数の資料を収載。

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



　第 4章　訴訟手続

　　第 1節　口頭弁論

　　第 2節　期日及期間

　　第 3節　送達

　　第 4節　裁判

　　第 5節　訴訟手続ノ中断及中止

第 2編　第一審ノ訴訟手続

　第 1章　地方裁判所ノ訴訟手続

　　第 1節　訴

　　第 2節　弁論ノ準備

　　第 3節　証拠

　　　第 1款　総則

　　　第 2款　証人訊問

　　　第 3款　鑑定

　　　第 4款　書証

　　　第 5款　検証

　　　第 6款　当事者訊問

　　　第 7款　検証

　第 2章　区裁判所ノ訴訟手続

第 3編　上訴

　第 1章　控訴

　第 2章　上告

　第 3章　抗告

第 4編　再審

第 5編　督促手続

Ⅲ　第 51 帝国議会審議録

（1）貴族院における審議
〔資料640〕民事訴訟法中改正法律案外1件第一読会―大

正15年2月15日貴族院議事速記録第11号195～231頁（含：民

事訴訟法中改正法律案、民事訴訟法中改正法律施行法案）

〔資料641〕大正 15 年 2 月 19日貴族院民事訴訟法中改
正法律案外 1件特別委員会議事速記録第 1号

〔資料642〕議長報告―大正15年2月20日貴族院議事速記録第13

号237頁

〔資料643〕大正 15 年 2 月 20 日貴族院民事訴訟法中改
正法律案外 1件特別委員会議事速記録第 2号

〔資料644〕大正 15 年 2 月 20 日貴族院民事訴訟法中改
正法律案外 1 件特別委員小委員会議事速記
録第 1号

〔資料645〕大正 15 年 2 月 21 日貴族院民事訴訟法中改
正法律案外 1 件特別委員小委員会議事速記
録第 2号

〔資料646〕大正 15 年 2 月 22 日貴族院民事訴訟法中改
正法律案外 1 件特別委員小委員会議事速記
録第 3号

〔資料647〕大正 15 年 2 月 23 日貴族院民事訴訟法中改
正法律案外 1 件特別委員小委員会議事速記
録第 4号

〔資料648〕大正 15 年 2 月 24 日貴族院民事訴訟法中改
正法律案外 1 件特別委員小委員会議事速記
録第 5号

〔資料649〕民事訴訟費用法中改正法律案外 9 件第一読
会 ―大正15年2月24日貴族院議事速記録第14号245頁・

247～251頁
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《本書の内容》

第 2部　民事訴訟法〔大正 15 年〕改正資料

　　　―第 51 帝国議会審議録（後半〕

Ⅲ　第 51 帝国議会審議録（続）

（1）貴族院における審議（続）
〔資料650〕大正 15 年 2 月 25 日貴族院民事訴訟法中改

正法律案外 11 件特別委員小委員会議事速記
録第 6号

〔資料651〕大正 15 年 2 月 26 日貴族院民事訴訟法中改
正法律案外 11 件特別委員小委員会議事速記
録第 7号

〔資料652〕大正 15 年 3 月 3 日貴族院民事訴訟法中改
正法律案外 11 件特別委員小委員会議事速記
録第 8号

〔資料653〕大正 15 年 3 月 4 日貴族院民事訴訟法中改正
法律案外 11 件特別委員会議事速記録第 3 号

〔資料654〕大正 15 年 3 月 5 日貴族院民事訴訟法中改正
法律案外 11 件特別委員会議事速記録第 4 号

〔資料655〕民事訴訟法中改正法律案外 1 件第一読会の
続き、第二読会、第三読会―大正15年3月5日貴

族院議事速記録第21号459頁・461～467頁

〔資料656〕民事訴訟費用法中改正法律案外 9 件第一読
会の続き、第二読会、第三読会―大正15年3月

9日貴族院議事速記録第22号469頁・480～483頁

（2）衆議院における審議
〔資料657〕民事訴訟法中改正法律案外 1件第一読会―大

正15年3月10日衆議院議事速記録第26号677頁・696～723頁

〔資料658〕大正 15 年 3 月 10 日衆議院民事訴訟法中改
正法律案外 1件委員会議録（速記）第 1回

〔資料659〕議長報告―大正15年3月2日衆議院議事速記録第28

号757～759頁

〔資料660〕大正 15 年 3 月 11日 衆議院民事訴訟法中改
正法律案外 1件委員会議録（速記）第 2回

〔資料661〕大正 15 年 3 月 12 日衆議院民事訴訟法中改
正法律案外 1件委員会議録（速記）第 3回

〔資料662〕大正 15 年 3 月 13 日衆議院民事訴訟法中改
正法律案外 1件委員会議録（速記）第 4回

〔資料663〕大正 15 年 3 月 15 日衆議院民事訴訟法中改
正法律案外 1件委員会議録（速記）第 5回

〔資料664〕大正 15 年 3 月 16 日衆議院民事訴訟法中改
正法律案外 1件委員会議録（速記）第 6回

〔資料665〕大正 15 年 3 月 17 日衆議院民事訴訟法中改
正法律案外 1件委員会議録（速記）第 7回

〔資料666〕大正 15年 3月 19日衆議院民事訴訟法中改正
法律案外 1件小委員会議録（筆記・速記）第 1回

〔資料667〕大正 15 年 3 月 20 日衆議院民事訴訟法中改
正法律案外 1件小委員会議録（筆記）第 2回

〔資料668〕大正 15 年 3 月 22日 衆議院民事訴訟法中改
正法律案外 1件委員会議録（速記）第 8回

〔資料669〕民事訴訟法中改正法律案外 1 件第一読会の
続き、第二読会、第三読会―大正15年3月23日

衆議院議事速記録第35号925頁・946～948頁

明治 23 年民事訴訟法の改正が実務から求められた

ことに対応し、かつ新しい民法との調整のために

必要になった「民事訴訟法改正（大正 15 年民事訴

訟法改正）」の立法経過を時系列的・網羅的に跡づ

ける立法資料。東京大学法学部附属近代日本法政

資料センター所蔵の「池田寅二郎関係文書」の調

査により発見された、大正 15 年の民事訴訟法改正

へと結実する多数の資料を収載。

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



（3）衆議院からの回付についての貴族院の審議
〔資料670〕会議―大正15年3月24日貴族院議事速記録第30号777

頁・826～837頁

（4）衆議院における関連法案についての審議
〔資料671〕民事訴訟費用法中改正法律案外 9 件第一読

会 ―大正15年3月25日衆議院議事速記録第36号957頁・

987～989頁

〔資料672〕大正 15 年 3 月 24 日衆議院民事訴訟費用法
中改正法律案外 9件委員会議録（速記）第 1回

〔資料673〕大正 15 年 3 月 25 日衆議院民事訴訟費用法
中改正法律案外 9件委員会議録（速記）第 2回

〔資料674〕民事訴訟費用法中改正法律案外 9 件議長報
告、第一読会の続き、第二読会、第三読会
―大正15年3月26 日衆議院議事速記録第37号1021 頁・

1036 頁・1040 ～1041 頁

附〔資料568〕（再録）民事訴訟法中改正法律（大正15年4月24

日法律第61号）正文
附〔資料569〕（再録）民事訴訟法中改正法律施行法（大正15

年4月24日法律第62号）正文

附〔資料570〕（再録）民事訴訟費用法中改正法律（大正15年

4月24日法律第63号）正文
附〔資料571〕（再録）民事訴訟用印紙法中改正法律（大正

15年4月24日法律第64号）正文
附〔資料572〕（再録）商事非訟事件印紙法中改正法律（大

正15年4月24日法律第65号）正文
附〔資料573〕（再録）人事訴訟手続法中改正法律（大正15年

4月24日法律第66号）正文
附〔資料574〕（再録）非訟事件手続法中改正法律（大正15年

4月24日法律第67号）正文
附〔資料575〕（再録）競売法中改正法律（大正15年4月24日法

律第68号）正文
附〔資料576〕（再録）民法中改正法律（大正15年4月24日法律

第69号）正文
附〔資料577〕（再録）破産法中改正法律（大正15年4月24日法

律第70号）正文
附〔資料578〕（再録）明治32年法律第50号中改正法律（大

正15年4月24日法律第71号）正文
附〔資料579〕（再録）刑事訴訟法中改正法律（大正15年4月24

日法律第72号）正文



民事訴訟法〔大正改正編〕総索引
〔日本立法資料全集15〕

本体2,913円 +税

ISBN978-4-88261-218-6

菊変・上製・102 頁

《本書の内容》
〔1〕事項索引

〔2〕法文変遷表

〔3〕改正条文索引

〔4〕立法関係者索引

〔付〕正誤表

日本立法資料全集本巻 10 ～ 14（全 5 巻）民事訴

訟法〔大正改正編〕の総索引。検索至便の索引。

事項索引・法文変遷表・改正条文索引・立法関係

者索引・正誤表

《編著》
松本博之・河野正憲・徳田和幸



民事訴訟法〔戦後改正編〕（1）
〔日本立法資料全集61〕

本体50,000円 +税

ISBN978-4-7972-4300-0

菊変・上製・532 頁

《本書の内容》

第 1 部　民事訴訟法「戦後改正」の経過
　　　―その 1〔昭和 23 年改正〕

1　日本国憲法および裁判所法の施行と民
　事訴訟法の改正

2　昭和 23 年民事訴訟法の一部改正

3　改正法の特徴

第 2部　民事訴訟法「戦後改正」資料―その1

Ⅰ　昭和 23 年民事訴訟法改正のための法
　律案の確定

〔資料1〕民事裁判権の特例に関する件（昭和21年勅令第

273号、改正、昭和21年勅令第475号）

〔資料2〕日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的
措置に関する法律（昭和22年法律第75号）

〔資料3〕民事訴訟法中改正法律案（昭和21年10月23日）

〔資料4〕民事訴訟法の一部を改正する法律案（昭和22年1月6日）

〔資料5〕民事訴訟法の一部を改正する法律案（第2次案）

（昭和22年1月21日）

〔資料6〕高等裁判所が地方裁判所の第 2審判決及び治安
裁判所の第1審判決に対する上告事件の裁判権
を有することに関連する規定案（昭和22年1月22日）

〔資料7〕民事訴訟法の一部を改正する法律案（第2次案）

（昭和22年1月25日）

〔資料8〕民事訴訟法の一部を改正する法律案中治安裁判所
の訴訟手続に関する基本規定案（昭和22年1月29日）

〔資料9〕民事訴訟法の一部を改正する法律案中上告
理由に関する規定案（昭和22年1月29日）

〔資料10〕民事訴訟法の一部を改正する法律案中抗告
に関する規定案（昭和22年1月29日）

〔資料11〕民事訴訟法の一部を改正する法律案（昭和22

年2月14日）

〔資料12〕民事訴訟法の一部を改正する法律案（昭和22

年2月26日）

〔資料13〕下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法
律（昭和22年法律第63号）

〔資料14〕政令案（民事訴訟法関係）説明書（昭和22年4月21日）

〔資料15〕裁判所法施行法の規定に基づく民事訴訟法
の変更適用に関する政令（昭和22年政令第27号）

〔資料16〕民事訴訟法及び規則の規定すべき事項案─

現行法を中心として─メモ（昭和22年8月19日）

〔資料17〕民事訴訟につき国を代表する者等に関する
法律案要綱（案）（昭和22年9月1日）

〔資料18〕民事訴訟につき国を代表する者等に関する
法律案要綱（案）説明

〔資料19〕民事訴訟法中改正法律案（第1次案）─第1編乃至

第5編（昭和22年9月10日）

〔資料20〕民事訴訟法中改正新旧対照条文（第1次案）（昭

和22年9月10日）

〔資料21〕昭和 22 年法律第 75 号の失効に伴う立法的
措置について（昭和22年10月15日）

〔資料22〕訴訟手続に関する規則と法律との関係につ

第二次世界大戦後の民事訴訟法改正は、4 期に分

けることができる。第 1期は、戦後期の昭和 23 年

改正にいたる時期、第 2 期は訴訟促進を課題とし

た昭和 25 年改正の時期、第 3 期は昭和 29 年上告

制度改正の時期、第 4期は昭和 31 年民事訴訟規則

制定の時期である。この『戦後改正編』では、終

戦から昭和 31 年の民事訴訟規則のまでの法改正お

よび規則制定に関する資料ならびに数度にわたる

民事裁判官会同の協議議事録を収録、全 4巻（6冊）

で構成した戦後民事訴訟法研究の必須資料である。

《編著》
松本博之



いて（昭和22年10月29日民事課）

〔資料23〕訴訟について、国を代表する法務総裁の権
限等に関する法律案（昭和22年10月30日）

〔資料24〕国の利害に関係のある訴訟についての法務総
裁の権限等に関する法律（昭和22年法律第194号）

〔資料25〕民事訴訟法の一部を改正する法律案（昭和22年11月9日）

〔資料26〕民事訴訟法の一部を改正する法律案の概要
（昭和23年1月15日）

〔資料27〕1月 14日午前 11時総司令部政治部における民
訴改正法案に関する会談要録（昭和23年1月28日）

〔資料28〕民事訴訟法の改正について総司令部担当官よ
り考慮を求められた事項―その1（昭和23年1月26日）

〔資料29〕民事訴訟法の改正について総司令部担当官
の述べた意見―その1（昭和23年2月2日）

〔資料30〕民事訴訟法の改正について総司令部担当官
の述べた意見―その2（昭和23年2月3日）

〔資料31〕民事訴訟法の改正について総司令部担当官
の述べた意見―その3（昭和23年2月5日）

〔資料32〕民事訴訟法の改正について総司令部担当官
の述べた意見に対する見解（昭和23年2月7日）

〔資料33〕裁判官会議議事録（昭和23年2月9日）

〔資料34〕総司令部担当官の意見に基く民事訴訟法改
正試案―その1（昭和23年2月12日）

〔資料35〕総司令部担当官の意見に基く民事訴訟法改
正試案―その2（昭和23年2月12日）

〔資料36〕総司令部担当官の意見に基く民事訴訟法改
正試案―その1（昭和23年2月14日）

〔資料37〕裁判官の更迭と証拠調（昭和23年2月14日）

〔資料38〕民事訴訟法改正法律案に関する総司令部係
官との会談経緯（昭和23年2月28日）

〔資料39〕民事訴訟法中改正法律案の修正及び追加（案）

（昭和23年2月23日）

〔資料40〕民事訴訟法中改正法律案の修正及び追加（案）

（昭和23年3月15日）

〔資料41〕会議案（民事訴訟法改正案について）（昭和23年3月25日）

〔資料42〕第 384 条ノ 2（昭和23年3月29日）

〔資料43〕民事訴訟法の一部を改正する法律案
〔資料44〕民事訴訟法の一部を改正する法律案の要点

（昭和23年4月22日）

〔資料45〕民事訴訟法の一部を改正する法律案要領（昭

和23年4月26日）

〔資料46〕民事訴訟法の一部を改正する法律案提案理
由（昭和23年5月10日）

〔資料47〕民事訴訟法の一部を改正する法律案説明資料―その1

（民事訴訟法の一部を改正する法律案理由書）（昭和23年4月20日）

〔資料48〕民事訴訟法の一部を改正する法律案説明資
料―その2（追加分関係）（昭和23年4月28日）

〔資料49〕民事訴訟法の一部を改正する法律案（附　行

政事件訴訟特例法案、民事訴訟用印紙法及び商事非訟

事件印紙法の一部を改正する法律案）（昭和23 年6 月）

〔資料50〕民事裁判官会同（昭和23年6月10・11日）─配布書類、

日程、会同員名簿

〔資料51〕民事裁判官会同における協議事項集（昭和23年6月）

〔資料52〕判事等の意見書（部分）

Ⅱ　第 2 回国会における民事訴訟法の一部
　を改正する法律案の審議

〔資料53〕第 2 回国会衆議院司法委員会議録第 9 号 1
～ 5 頁（昭和23年4月5日）

〔資料54〕第 2 回国会衆議院司法委員会議録第 12 号 1

～ 6 頁（昭和23年4月13日）

〔資料55〕第 2 回国会衆議院司法委員会議録第 20 号 1
頁（昭和23年5月21日）

〔資料56〕第 2 回国会参議院司法委員会会議録第 13 号
2 頁（昭和23年4月5日）

〔資料57〕第 2 回国会参議院司法委員会会議録第 14 号
1 頁（昭和23年4月6日）

〔資料58〕第 2 回国会参議院司法委員会会議録第 25 号
1 ～ 5 頁（昭和23年5月19日）

〔資料59〕第 2 回国会参議院司法委員会会議録第 47 号
9 ～ 10 頁（昭和23年6月25日）

〔資料60〕第 2 回国会衆議院会議録第 50 号 470 ～ 476
頁（昭和23年5月27日）

〔資料61〕第 2 回国会参議院会議録第 54 号 691 ～ 694
頁（昭和23年6月28日）

〔資料62〕第 2 回国会衆議院会議録第 75 号 897 頁、
903 頁（昭和23年7月1日）

Ⅲ　民事訴訟法の一部を改正する法律（昭

　和 23 年法律第 149 号）

〔資料63〕民事訴訟法の一部を改正する法律（昭和23年法

律第149号）正文
〔資料64〕民事訴訟法の一部を改正する法律解説（最高

裁判所事務局民事部、昭和23年7月）

〔資料65〕改正民事訴訟法詳説（最高裁判所事務局民事部、昭

和23年11月）

Ⅳ　参考資料

◆戦時特別法
〔関連資料1〕裁判所構成法戦時特例（昭和17年法律第62号）

〔関連資料2〕戦時民事特別法（昭和17年法律第63号）

◆アメリカ法関係
〔関連資料3〕岸盛一「法律と規則との関係─刑事に関す

る訴訟手続を中心として─」（昭和22年10月28日）

〔関連資料4〕1934 年、米国連邦最高裁判所に民事訴訟に
おける規則を制定公布する権限を賦与する法律

〔関連資料5〕米国連邦民事訴訟規則要綱
〔関連資料6〕民事訴訟法の一部改正に関連する米国連

邦民事訴訟規則の諸規定
〔関連資料7〕司法省調査課 「反対訊問の実際」（司法制

度調査資料第1巻第13輯）

〔関連資料8〕最高裁判所事務局民事部「交互訊問に関
する参考資料」

〔関連資料9〕合衆国法典（抄）（仮訳）

◆参考統計資料
〔関連資料10〕最高裁判所事務総局民事局「昭和 23 年

度民事事件の概況」
〔関連資料11〕民事訴訟及び家事審判に関する統計表

（昭和23年5月20日）

〔関連資料12〕昭和 23 年 1 ～ 2 月地方裁判所民事控訴
及び第 1審事件表（昭和23年6月9日）

〔関連資料13〕昭和 23 年 1 ～ 4 月最高裁判所・東京高
等裁判所・各高等裁判所民事上告、控訴及
び第 1審事件表（昭和23年6月9日）

〔関連資料14〕昭和 23 年 1 ～ 2 月簡易裁判所民事通常
訴訟事件表

〔関連資料15〕昭和 23 年 1 ～ 3 月各種調停（家事調停を除

く）事件数（昭和23年6月9日）

〔関連資料16〕昭和23年1～3月家事審判に関する事件数



民事訴訟法〔戦後改正編〕（2）
〔日本立法資料全集62〕

本体42,000円 +税

ISBN978-4-88261-254-4

菊変・上製・608 頁

《本書の内容》

第 1部　民事訴訟法〔戦後改正〕の経過―その2

第 2 部　民事訴訟法〔戦後改正〕資料―その 2

Ⅰ　「民事上告特例法」関係資料

（1）法案
〔資料1〕法制審議会に対する諮問第 3号
〔資料2〕法制審議会民事訴訟法部会経過報告
〔資料3〕諮問第 3 号に対する法制審議会の答申（昭和24

年12月23日）

〔資料4〕民事上訴制度改革案要綱案（民事局試案）

〔資料5〕裁判所法改正案（民事局試案）

〔資料6〕民事訴訟法改正案（民事局試案）

〔資料7〕民事訴訟法の一部を改正する法律案（政府提出案）

〔資料8〕最高裁判所における民事上告事件の審判の特
例に関する法律（昭和25年法律第138号）

（2）衆議院の審議
〔資料9〕民事訴訟法の一部を改正する法律案に関する

第 7回国会衆議院法務委員会議録
衆議院法務委員会議録第 12 号（昭和25年3月6日）

衆議院法務委員会議録第 22 号（昭和25年4月7日）

衆議院法務委員会議録第 25 号（昭和25年4月11日）

衆議院法務委員会議録第 30 号（昭和25年4月17日）

衆議院法務委員会議録第 32 号（昭和25年4月19日）

衆議院法務委員会議録第 33 号（昭和25年4月22日）

〔資料10〕民事訴訟法の一部を改正する法律案に関す
る第 7回国会衆議院会議録

（3）参議院の審議
〔資料11〕民事訴訟法の一部を改正する法律案に関す

る第 7回国会参議院法務委員会会議録
参議院法務委員会会議録第 4号（昭和25年3月2日）

参議院法務委員会会議録第 26 号（昭和25年4月15日）

参議院法務委員会会議録第 29 号（昭和25年4月21日）

参議院法務委員会会議録第 30 号（昭和25年4月24日）

〔資料12〕民事訴訟法の一部を改正する法律案に関す
る第 7回国会参議院会議録

（4）意見書
〔資料13〕民事訴訟法の一部を改正する法律案に対す

る日本弁護士連合会の意見書

Ⅱ　昭和 25 年裁判所法・民事訴訟法等の

　一部改正関係資料
〔資料14〕裁判所法の一部を改正する法律案
〔資料15〕民事訴訟法等の一部を改正する法律案
〔資料16〕裁判所法、民事訴訟法等の一部を改正する法律

案に関する第 9回国会衆議院法務委員会議録
衆議院法務委員会議録第 2号（昭和25年11月30日）

衆議院法務委員会議録第 3号（昭和25年12月1日）

第二次世界大戦後の民事訴訟法改正は、4 期に分

けることができる。第 1期は、戦後期の昭和 23 年

改正にいたる時期、第 2 期は訴訟促進を課題とし

た昭和 25 年改正の時期、第 3 期は昭和 29 年上告

制度改正の時期、第 4期は昭和 31 年民事訴訟規則

制定の時期である。この『戦後改正編』では、終

戦から昭和 31 年の民事訴訟規則のまでの法改正お

よび規則制定に関する資料ならびに数度にわたる

民事裁判官会同の協議議事録を収録、全 4巻（6冊）

で構成した戦後民事訴訟法研究の必須資料である。

《編著》
松本博之



衆議院法務委員会議録第 4号（昭和25年12月2日）

衆議院法務委員会議録第 5号（昭和25年12月4日）

衆議院法務委員会議録第 6号（昭和25年12月5日）

衆議院法務委員会議録第 7号（昭和25年12月6日）

〔資料17〕民事訴訟法等の一部を改正する法律案に関
する第 9回国会参議院法務委員会会議録

参議院法務委員会会議録第 1号（昭和25年12月1日）

参議院法務委員会会議録第 5号（昭和25年12月7日）

〔資料18〕裁判所法、民事訴訟法等の一部を改正する
法律案に関する第 9回国会衆議院会議録

〔資料19〕民事訴訟法等の一部を改正する法律案に関
する第 9回国会参議院会議録

〔資料20〕裁判所法の一部を改正する法律（昭和25年12月

20日法律第287号）

〔資料21〕民事訴訟法等の一部を改正する法律（昭和25年

12月20日法律第288号）

〔資料22〕民事訴訟の継続審理に関する規則要綱（案）

〔資料23〕民事訴訟の継続審理に関する規則（昭和25年21

月20日最高裁判所規則第27号）

Ⅲ　民事上告特例法の延長
〔資料24〕最高裁判所における民事上告事件の審判の

特例に関する法律の一部を改正する法律案
〔資料25〕第 12 回国会参議院法務委員会民事訴訟法改

正に関する小委員会会議録
〔資料26〕第 13 回国会衆議院法務委員会議録

衆議院法務委員会議録第 28 号（昭和27年3月29日）

衆議院法務委員会議録第 52 号（昭和27年5月17日）

衆議院法務委員会議録第 53 号（昭和27年5月19日）

衆議院法務委員会議録第 55 号（昭和27年5月21日）

〔資料27〕第 13 回国会衆議院会議録
〔資料28〕第 13 回国会参議院法務委員会会議録

参議院法務委員会会議録第 21 号（昭和27年4月4日）

参議院法務委員会新刑事訴訟法の運用に関する

小委員・民事訴訟法改正に関する小委員連合

小委員会会議録第 2号（昭和27年5月17日）

参議院法務委員会新刑事訴訟法の運用に関する

小委員・民事訴訟法改正に関する小委員連合

小委員会会議録第 3号（昭和27年5月23日）

参議院法務委員会会議録第 43 号（昭和27年5月23日）

〔資料29〕第 13 回国会参議院会議録

Ⅳ　参考資料
〔資料30〕民事及び刑事裁判権の行使に関する連合国

最高司令官覚書
〔資料31〕裁判手続の運用に関する協議会の答申
〔資料32〕裁判手続の運用についての最高裁判所通達
〔資料33〕民事訴訟の促進に関する民事裁判官会同要

録―長官訓示

〔資料34〕民事訴訟の促進に関する民事裁判官会同要
録―協議事項

〔資料35〕民事訴訟の促進に関する民事裁判官会同―合

同協議議事録（速記要旨）

〔資料36〕民事訴訟の促進に関する民事裁判官会同要
録―会同日程及び名簿

〔資料37〕裁判所法の一部を改正する法律中民事関係
部分について

〔資料38〕民事訴訟法等の一部を改正する法律について
〔資料39〕民事訴訟の継続審理に関する規則について
〔資料40〕第一審強化に関する民事裁判官会同―最高裁

判所長官あいさつ

〔資料41〕第一審強化に関する民事裁判官会同―協議事項

〔資料42〕第一審強化に関する民事裁判官会同―協議議

事録（速記要旨）

〔資料43〕第一審強化に関する民事裁判官会同―日程及

び会同員名簿

〔資料44〕事件の割当についての試案

Ⅴ　参考統計資料
〔関連資料1〕全国裁判所民事新受総件数累年比較図表

（昭和14年～24年）

〔関連資料2〕全国裁判所民事事件新受月別件数比較図
表（昭和22年5月～24年12月）

〔関連資料3〕昭和24年全国裁判所民事事件月別件数比較表
〔関連資料4〕昭和 24年全国裁判所民事事件月別件数比

較図表
〔関連資料5〕昭和23、24年度裁判所別民事事件数比較表
〔関連資料6〕民事担当裁判官 1 人当り 1 月平均処理件

数及び負担件数表（昭和24年9月末調）

〔関連資料7〕昭和 24年最高裁判所民事事件月別件数比
較表

〔関連資料8〕昭和 24年最高裁判所民事事件月別件数比
較図表

〔関連資料9〕昭和 24 年度最高裁判所民事事件細表
〔関連資料10〕特別上告事件数調（昭和22年5月から24年12月）

〔関連資料11〕違憲を理由とする行政事件数調（昭和22年5月

～24年12月）

〔関連資料12〕昭和 24 年度民事訴訟事件上告率調
〔関連資料13〕昭和 24 年度民事第一審判決に対する上

告率調
〔関連資料14〕最高裁判所民事上告破棄率調（昭和22年5月

～24年12月）

〔関連資料15〕昭和 22 年 5 月～ 24 年 12 月　最高裁判
所民事上告破棄率平均図表

〔関連資料16〕大審院民事上告破棄率調（昭和12年度～19年度）

〔関連資料17〕昭和 12 年度～ 19 年度　大審院民事上告
破棄率平均図表

〔関連資料18〕全国裁判所刑事新受総件数累年比較図表
（昭和14年～24年）

〔関連資料19〕昭和 24 年最高裁判所刑事事件月別件数
比較表

〔関連資料20〕昭和 24 年最高裁判所刑事事件月別件数
比較図表

〔関連資料21〕昭和 24 年度刑事事件上告率調（旧刑事訴訟

法によるもの）

昭和24年度刑事第一審判決に対する上告率調（旧

刑事訴訟法によるもの）

昭和 24 年度刑事事件上告率調（新刑事訴訟法による

もの）

昭和24年度刑事第一審判決に対する上告率調（新

刑事訴訟法によるもの）

民事上告率調（昭和23年以前のもの）
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Ⅰ　「裁判所法の一部を改正する法律案」

　「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」

　等の確定
〔資料1〕諮問第 9 号
〔資料2〕法制審議会司法制度部会審議経過中間報告書

（昭和29年1月16日）

〔資料3〕法制審議会民事訴訟法部会審議経過中間報告
書（昭和29年1月23日）

〔資料4〕裁判所法の一部を改正する法律案要綱
〔資料5〕裁判所法の一部を改正する法律案要綱の説明
〔資料6〕裁判所法の一部を改正する法律案
〔資料7〕裁判所法の一部を改正する法律案提案理由説

明書
〔資料8〕民事訴訟法等の一部を改正する法律案要綱
〔資料9〕民事訴訟法等の一部を改正する法律案要綱

の説明
〔資料10〕民事訴訟法等の一部を改正する法律案
〔資料11〕民事訴訟法等の一部を改正する法律案提案

理由説明書
〔資料12〕民事訴訟法等の一部を改正する法律案逐条

説明
〔資料13〕民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律

案要綱
〔資料14〕民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案
〔資料15〕民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律

案提案理由説明書

Ⅱ　「裁判所法の一部を改正する法律案」

　「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」

　等の国会審議

（1）衆議院の審議
〔資料16〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 15 号

（昭和29年3月9日）

〔資料17〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 28 号
（昭和29年3月26日）

〔資料18〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 30 号
（昭和29年3月30日）

〔資料19〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 32 号

第二次世界大戦後の民事訴訟法改正は、4 期に分

けることができる。第 1期は、戦後期の昭和 23 年

改正にいたる時期、第 2 期は訴訟促進を課題とし

た昭和 25 年改正の時期、第 3 期は昭和 29 年上告

制度改正の時期、第 4期は昭和 31 年民事訴訟規則

制定の時期である。この『戦後改正編』では、終

戦から昭和 31 年の民事訴訟規則のまでの法改正お

よび規則制定に関する資料ならびに数度にわたる

民事裁判官会同の協議議事録を収録、全 4巻（6冊）

で構成した戦後民事訴訟法研究の必須資料である。
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（昭和29年4月2日）

〔資料20〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 35 号
（昭和29年4月7日）

〔資料21〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 40 号
（昭和29年4月15日）

〔資料22〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 50 号
（昭和29年5月7日）

〔資料23〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 52 号
（昭和29年5月10日）

〔資料24〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 55 号
（昭和29年5月14日）

〔資料25〕第 19 回国会衆議院法務委員会議録第 56 号
（昭和29年5月15日）

〔資料26〕第 19 回国会衆議院会議録第 51 号（昭和29年5

月18日）

（2）参議院の審議
〔資料27〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 7 号

（昭和29年3月9日）

〔資料28〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 12
号（昭和29年3月29日）

〔資料29〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 16
号（昭和29年4月8日）

〔資料30〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 17
号（昭和29年4月9日）

〔資料31〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 18
号（昭和29年4月13日）

〔資料32〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 19
号（昭和29年4月15日）

〔資料33〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 20
号（昭和29年4月16日）

〔資料34〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 21
号（昭和29年4月20日）

〔資料35〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 22

号（昭和29年4月22日）

〔資料36〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 23
号（昭和29年4月23日）

〔資料37〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 25
号（昭和29年4月27日）

〔資料38〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 41
号（昭和29年5月20日）

〔資料39〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 42
号（昭和29年5月21日）

〔資料40〕第 19 回国会参議院法務委員会会議録第 43
号（昭和29年5月22日）

〔資料41〕第 19 回国会参議院会議録第 50 号（昭和29年5

月24日）

Ⅲ　「裁判所法の一部を改正する法律」「民

事訴訟法等の一部を改正する法律」等およ

び関係規則
〔資料42〕裁判所法の一部を改正する法律（昭和29年5月

27日公布、法律第126号）

〔資料43〕民事訴訟法等の一部を改正する法律（昭和29

年5月27日公布、法律第127号）

〔資料44〕民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律
（昭和29年5月27日公布、法律第128号）

〔資料45〕民事上告事件等訴訟手続規則（昭和29年5月29日

公布、最高裁判所規則第3号）

〔資料46〕民事上告事件等訴訟手続規則等の公布また
は制定について（昭和29年5月29日最高裁民訟甲第1

号高等裁判所長官および地方裁判所長あて訟廷部長事

務取扱、民事局長通達）

〔資料47〕民事訴訟事務取扱に関する簡易裁判所指定
規則
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Ⅳ　参考資料

（1）民事訴訟法に関する改正意見（昭和26年5月）

〔資料48〕法制意見長官照会
〔資料49〕民事訴訟法の改正に関する裁判所の意見集
〔資料50〕民事訴訟法の改正に関する各弁護士会の意見
〔資料51〕民事訴訟法の改正に関する学識経験者の意見

（2）法制審議会における審議
〔資料52〕法制審議会総会第8回会議議事速記録（抄）（昭

和28年2月20日）

〔資料53〕法制審議会司法制度部会第 1 回会議議事速
記録（昭和28年3月27日）

〔資料54〕法制審議会司法制度部会第 2 回会議議事速
記録（昭和28年4月28日）

〔資料55〕法制審議会司法制度部会第 3 回会議議事速
記録（昭和28年5月29日）

〔資料56〕法制審議会司法制度部会第 4 回会議議事速
記録（昭和28年6月23日）

〔資料57〕法制審議会司法制度部会第 5 回会議議事速
記録（昭和28年7月3日）

〔資料58〕法制審議会司法制度部会第 6 回会議議事速
記録（昭和28年7月28日）

〔資料59〕法制審議会司法制度部会第 7 回会議議事速

記録（昭和28年12月17日）

〔資料60〕法制審議会司法制度部会第 8 回会議議事速
記録（昭和29年1月16日）

〔資料61〕法制審議会司法制度部会第 9 回会議議事速
記録（昭和29年7月21日）

〔資料62〕法制審議会民事訴訟法部会第 9 回会議議事
速記録（昭和29年7月29日）

〔資料63〕法制審議会刑事法部会第 14 回会議議事速記
録（昭和29年8月4日）

〔資料64〕法制審議会刑事法部会第 15 回会議議事速記
録（昭和29年8月7日）

〔資料65〕日本弁護士連合会意見書（昭和28年1月9日）

〔資料66〕刑事上告事件の新受・既済・未済人員予想
の算出法

〔資料67〕最高裁判所における事件処理の予想
〔資料68〕（無題）
〔資料69〕上告制度改正に関する意見の大要（昭和28年2

月16日）

〔資料70〕裁判所の制度の改善に関する意見の分類
〔資料71〕裁判所の制度の改善に関する意見（案）（昭和29

年1月14日）

〔資料72〕（採決に入らない場合の措置についての案）司法制度部
会長から法制審議会会長に対する中間報告（案）

〔資料73〕米連邦およびその主要州における上訴制度
の概要

〔資料74〕法制審議会委員名簿および出欠調べ
〔資料75〕民意訴訟法新旧法律対照条文

第二次世界大戦後の民事訴訟法改正は、4 期に分

けることができる。第 1期は、戦後期の昭和 23 年

改正にいたる時期、第 2 期は訴訟促進を課題とし

た昭和 25 年改正の時期、第 3 期は昭和 29 年上告

制度改正の時期、第 4期は昭和 31 年民事訴訟規則

制定の時期である。この『戦後改正編』では、終

戦から昭和 31 年の民事訴訟規則のまでの法改正お

よび規則制定に関する資料ならびに数度にわたる

民事裁判官会同の協議議事録を収録、全 4巻（6冊）

で構成した戦後民事訴訟法研究の必須資料である。

《編著》
松本博之



Ⅴ　関連統計資料
〔関連資料1〕戦前戦後民刑事件数累年比較表（昭和28年2

月11日）

〔関連資料2〕自昭和 26 年乃至昭和 27 年最高裁判所民
刑事件新受・既済・未済月別比較（昭和28年2

月11日）

〔関連資料3〕昭和 23 ～ 26　全国裁判所事件数一覧表
〔関連資料4〕地方裁判所民事第一審訴訟事件表（昭和28

年3月19日）

〔関連資料5〕高等裁判所民事控訴事件表
〔関連資料6〕最高裁判所民事通常上告事件表
〔関連資料7〕地方裁判所・簡易裁判所刑事第 1 審事件

人員表（昭和28年2月24日）

〔関連資料8〕高等裁判所刑事控訴事件人員表
〔関連資料9〕最高裁判所刑事上告事件人員表

〔関連資料10〕最高裁判所統計表（昭和28年4月）

〔関連資料11〕昭和 10 年以後に新設又は廃止された主
なる特別法犯罪名及び第一審有罪被告人員

〔関連資料12〕高等裁判所別刑事事件の新受・既済・未
済人員表（昭和28年4月25日）

〔関連資料13〕昭和 28 年における刑事事件各審級の新
受・既済・未済人員

〔関連資料14〕民刑事件統計表（昭和28年5月）

〔関連資料15〕高等裁判所刑事控訴事件新受・既済・未
済人員月別比較

〔関連資料16〕最高裁判所刑事通常上告事件新受・既済・
未済人員月別比較

〔関連資料17〕自昭和 27 年 1 月乃至昭和 27 年 12 月最
高裁判所刑事事件結果表
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《本書の内容》

第 1部　民事訴訟法〔戦後改正〕の経過―その4

1　はじめに

2　民事訴訟規則（昭和31年最高裁判所規則第2号）の制定

3　第一審強化方策要綱とその実施について

4　収録資料の出典

第 2部　民事訴訟法〔戦後改正〕資料―その 4

Ⅰ　民事訴訟規則の制定
〔資料1〕民事訴訟規則要綱（試案）

〔資料2〕民事訴訟規則
〔資料3〕民事訴訟規則の解説
〔資料4〕民事訴訟規則の一部を改正する規則

Ⅱ　民事裁判官会同

（1）民事訴訟法の改正等に関する民事裁判官

　会同（昭和29年）

〔資料5〕民事訴訟法の改正等に関する民事裁判官会同
―最高裁判所長官あいさつ

〔資料6〕民事訴訟法の改正等に関する民事裁判官会同
―協議事項

〔資料7〕民事訴訟法の改正等に関する民事裁判官会同
―協議議事録（速記要旨）

〔資料8〕民事訴訟法の改正等に関する民事裁判官会
同―会同日程及び会同員名簿

（2）民事関係諸規則の解釈運用等に関する民

　事裁判官会同（昭和30年）

〔資料9〕民事関係諸規則の解釈運用等に関する民事
裁判官会同―最高裁判所長官あいさつ

〔資料10〕民事関係諸規則の解釈運用等に関する民事
裁判官会同―協議事項

〔資料11〕民事関係諸規則の解釈運用等に関する民事
裁判官会同―協議議事録（速記要旨）

〔資料12〕民事関係諸規則の解釈運用等に関する民事
裁判官会同―会同日程及び会同員名簿

（3）民事訴訟規則の解釈運用に関する民事裁

　判官会同（昭和31年）

〔資料13〕民事訴訟規則の解釈運用に関する民事裁判
官会同―最高裁判所長官あいさつ

〔資料14〕民事訴訟規則の解釈運用に関する民事裁判
官会同―協議事項

〔資料15〕民事訴訟規則の解釈運用に関する民事裁判
官会同―協議議事録（速記要旨）

〔資料16〕民事訴訟規則の解釈運用に関する民事裁判
官会同―会同日程及び会同員名簿

第二次世界大戦後の民事訴訟法改正は、4 期に分

けることができる。第 1期は、戦後期の昭和 23 年

改正にいたる時期、第 2 期は訴訟促進を課題とし

た昭和 25 年改正の時期、第 3 期は昭和 29 年上告

制度改正の時期、第 4期は昭和 31 年民事訴訟規則

制定の時期である。この『戦後改正編』では、終

戦から昭和 31 年の民事訴訟規則のまでの法改正お

よび規則制定に関する資料ならびに数度にわたる

民事裁判官会同の協議議事録を収録、全 4巻（6冊）

で構成した戦後民事訴訟法研究の必須資料である。

《編著》
松本博之
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《本書の内容》

第 2 部　民事訴訟法〔戦後改正〕資料―そ

　　　の 4（つづき）

Ⅱ　民事裁判官会同

（4）第一審強化方策要綱の実施の成果に関す

　る民事裁判官会同（昭和34年）

〔資料17〕第一審強化方策の実施について
〔資料18〕第一審強化方策地方協議会における議決事

項の概要
〔資料19〕第一審強化方策要綱の実施の成果に関する

民事裁判官会同―最高裁判所長官あいさつ

〔資料20〕第一審強化方策要綱の実施の成果に関する
民事裁判官会同―協議事項

〔資料21〕第一審強化方策要綱の実施の成果に関する
民事裁判官会同―協議議事録（速記要旨）

〔資料22〕第一審強化方策要綱の実施の成果に関する
民事裁判官会同―会同日程及び合同員名簿

（5）民事訴訟法規の改善に関する民事裁判官

　会同（昭和36年）

〔資料23〕民事訴訟法規の改善に関する民事裁判官会
同―最高裁判所長官あいさつ

〔資料24〕民事訴訟法等改正要綱（試案）

〔資料25〕民事訴訟法規の改善に関する民事裁判官会
同―協議事項

〔資料26〕民事訴訟法規の改善に関する民事裁判官会
同―協議議事録（速記要旨）

〔資料27〕民事訴訟法規の改善に関する民事裁判官会
同―会同日程及び会同員名簿

Ⅲ　参考資料
〔資料28〕高等裁判所上告事件移送規則（昭和22年）

〔資料29〕民事訴訟の継続審理に関する規則（昭和25年12

月20日最高裁判所規則第27号）

〔資料30〕東京高等裁判所訴訟手続準則（昭和26年3月）

〔資料31〕民事上告事件等訴訟手続規則（昭和29年5月29日

公布、最高裁判所規則第3号）

〔資料32〕民事訴訟事務取扱に関する簡易裁判所指定
規則

〔資料33〕民事訴訟法による普通裁判籍所在地等指定
規則の一部を改正する規則（昭和31年3月1日公

布、最高裁判所規則第3号）

〔資料34〕高等裁判所上告事件移送規則の一部を改正す
る規則（昭和31年3月1日公布、最高裁判所規則第4号）

〔資料35〕上告制度改正要綱（法制審議会答申）

〔資料36〕印度及海峡植民地証拠法

Ⅳ　関連統計資料
〔関連資料1〕全国裁判所民事訴訟事件数累年比較図
〔関連資料2〕大審院・最高裁判所民事訴訟事件数累年

比較表
〔関連資料3〕控訴院・高等裁判所民事訴訟事件数累年

第二次世界大戦後の民事訴訟法改正は、4 期に分

けることができる。第 1期は、戦後期の昭和 23 年

改正にいたる時期、第 2 期は訴訟促進を課題とし

た昭和 25 年改正の時期、第 3 期は昭和 29 年上告

制度改正の時期、第 4期は昭和 31 年民事訴訟規則

制定の時期である。この『戦後改正編』では、終

戦から昭和 31 年の民事訴訟規則のまでの法改正お

よび規則制定に関する資料ならびに数度にわたる

民事裁判官会同の協議議事録を収録、全 4巻（6冊）

で構成した戦後民事訴訟法研究の必須資料である。

《編著》
松本博之



比較図
〔関連資料4〕地方裁判所民事訴訟事件数累年比較図
〔関連資料5〕区・簡易裁判所民事訴訟事件数累年比較図
〔関連資料6〕民事第一審訴訟における合議事件・単独

事件比較件数表
〔関連資料7〕全国地方裁判所における準備手続経由・

不経由事件比較表
〔関連資料8〕地方裁判所第一審訴訟事件準備手続経由・

不経由比率表
〔関連資料9〕既済訴訟事件の準備手続および口頭弁論

における期日延期・変更回数表（1件当り平均）

〔関連資料10〕裁判所職員に対する除斥・忌避申立新受
件数表

〔関連資料11〕裁判所職員に対する除斥・忌避申立の却
下決定に対する即時抗告新受件数

〔関連資料12〕高等・地方・簡易裁判所の民事訴訟事件
および手形小切手訴訟事件新受件数累年比
較対照表

〔関連資料13〕全国地方裁判所民事第一審の通常訴訟事
件および手形小切手訴訟事件終局区分件数
対照表

〔関連資料14〕全国地方裁判所民事第一審の通常訴訟事
件および手形小切手訴訟事件勝訴率対照表

〔関連資料15〕全国地方裁判所民事第一審の通常訴訟事
件および手形小切手訴訟事件審理期間別件
数対照表

〔関連資料16〕戦前戦後民事訴訟事件上訴・取消・破棄
率比較表

〔関連資料17〕最高裁判所民事上告特例法適用状況調
〔関連資料18〕昭和 30 年全国高等裁判所上告受理事件

数月別比較表
〔関連資料19〕昭和 30 年全国裁判所民事訴訟事件審理

期間比較表
〔関連資料20〕昭和 30 年民事第一審訴訟における地方

裁判所・簡易裁判所比較件数表
〔関連資料21〕昭和 30 年民事第一審訴訟事件（新受）種類

別比較表
〔関連資料22〕民事・刑事訴訟（新受）事件に対する裁判

官（1人当り）負担件数表
〔関連資料23〕地方裁判所民事第一審訴訟事件合議・単

独の比率表
〔関連資料24〕既済訴訟事件の期日指定の平均期間別件

数表
〔関連資料25〕証拠調人員数および検証回数表
〔関連資料26〕判決言渡未了事件および判決原本未交付

事件等の期間別件数表
〔関連資料27〕昭和 32 年度全国裁判所民事訴訟事件の

審理期間別件数表
〔関連資料28〕既済訴訟事件の審理期間別件数比率表
〔関連資料29〕既済訴訟事件の平均審理期間表
〔関連資料30〕全国裁判所民事訴訟事件既済率表（新受事

件に対する既済事件の比率）

〔関連資料31〕民事訴訟事件上訴・取消・破棄率比較表
〔関連資料32〕弁護士による訴訟事件の割合表（既済100件

につき平均）


