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市民と法討o.98

司法書士の難務権限をめぐる今時の

状況

(1）試験出願者数の減少と日司遠の考え

出願者数は、鱒毅訴訟代理権獲

得の年である平成14年震よち し、平

成22年度には3万3166入にも達したが、しかし、

過払金パブルの終駕とともに減少傾向となり、昨

〈平成27年度〉の試験の出麟者数は、

出願者数と間程度の 2万1754人

年度比2784人減、 11.3%減〉にまで収縮した。

この数宇は、昭和54年に拭L験制度が導入~れて

以降、最大の下げ

き、ミミ河尻和夫日本司法書

士会連合会〈以下、「日司連」という〉会長は、

昨年8月の会長就任後のインタピ品…で、以下の

ように分析している（注 1）。

会員が安心して業務に取り組め

間を護保するために、具体的にどのよう訟

ことを考えていますか。

三三海尻 今、司法書士試験の受験生は減って

きています。私たちの中に関議感があり、司法

書士として社会のために役立とうという気持ち

が萎縮し、魅力ある資諮だと感じられないのが

問題だと思っています。特に簡易裁判所詳訟代

は、業際問題民対し
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に対して、当然に業務が行えるということを早

く確立させることが非常に重要だと いま

す。

新人の中には登記の仕事をやりたくても

が少ないため事務所の経営が安定しないという

も耳にしています。もちろん大手事務所への

登記の集中北や不当なダンピングの問題もあり、

それらに対しては全国銀行協会や全国宅地建物

取民業協会連合会等と問題点を協議して改善し

ところ、事務所経営が上手くいかないから、対

る余搭もなく、更には不祥

事が発生してしまう一因にもなっているのでは

ないでしょうか。だから、きちんと

務の基盤を見麗し、整理し、職務範囲宏明確に

する G その方言表記ついては、司法書士法改正に

向けた活動ばかりではなく法令の解釈や通達、

く使って形に

にもあるように、目下、

している「業際問贈Jは、。可法

士まく以下、 f法j ともいう） 3 

～ 8号に規定する業務（以下、「法 3条業務iと
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いう〉と、

ともいう） 31条 1

f規長U31条業務Jという〉の二つの額面

は、

ともいれまた、平成14年改正前の

ii自法Jともいう〉（注2）にあった。

出 司法書士との業際問題の発生領域

平成14年改正法の立法担当者によれば、開改正

事務所の法人化の許容〈「第 5

く法26条～46条〉新設〉

金資務試験制度の整備

〈法S条3

＠懲戒手続の整鐘〈懲戒申出制度の創設（法

しく報欝i

、ての相談業務

[Citizen & Law No.98 I 2016.4 

No.98 

の部分である。

平成14年に認

される以前より、すべて

られていたところの従来翠業務

であるくなお、 5号の相談業務は、平成立年改正

前には明文規定がなかったが、

として異論なく認められていた〉。そして、可

これらの従来型業務の中でも、

じて本人訴訟支援を持う

として

築いてきたのであって、その実績が、平成14年改

正法における簡裁訴訟代理権の護得につながった

ものである。

すなわち、

書士であると苔とに関係なしおよそすべての可

られてきた従来型業務の一つでおる

が、ところが、特

る案件につ

じて本人訴訟支援を持った認定司法書士が、

〈非弁護士の設律事務の取扱い等の

禁止〉違反に関われる事態が発生している。

(C｝財産管盟議務

以上（A）舗に対して、司法書士の鞍域問題ないし

業擦問題の第3は、過払金バブノレが繋鶏を適え、

可法曹土が新たな業務展開の方向を模索するよう

になって以降に顕在イとしたものである。

(a）「〔司法書士法 3条 1噴 1号～ 5号以外

法令等に基づきすべての司法書士が行

うことができる」業務

もっとも、その法律上の摂拠拡関しては、すで

に平成14年改正法の中においてくすこぶるわかり

にくい形ではあるが〉規定されていた。問題とな

る条文は、弁護士法人 e土地家屋調査土法人など

と捕える形で制定された、司法書士法人tこ

る詮お条1項であって、問項は

3条第 1項第 l号から第5号までに規定

うほか、定款で定めるところにより、

を行うことができるJとして、

「法令等に基づきすべて

できるものとして法務省令で定め

は一部jを掲げる〈法29条 1項 1号〉。
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この条文は、弁護士法人の業務の範踏に関する うが誤解を生まないであろう。これに対して、

則31条ι列挙された 5謹類の業務は、すべての苛

たがって、司法書士伝法29条の文言の解釈も、弁護 法書士が若うことのできる②法3条以外のま令等

に関しても、

から第5号ま

きすべての開法書士が行うことができる

ものjが存在することtになる。あるいは、

5によって、弁競土には、弁護士法3

る「一般の法律事務jのほかに、 f法令

~弁護士が行うことができる」業務が島

る旨が明文上確認されたのと

いても、司法欝士訣3条1項1

ほかに「法令等に基づきすべて

ことができるものJが存在することが、

よって されたことになる。

紛 規 則31条業務

弁護士法30条の 5の委任を受けた法務省

令は、 5種類の業務を規定しているが〈平成13年

8月17話法務省令第62号「弁護士法人の業務及び

会計帳簿等記関する規則」〈以下、 f弁護士法人規

真むという） 1条 1号～ 5号入しかし、これは

弁護士法人がその業務の内容とし

ことカミできるもり

士法30条の 5~こいう

き弁護士が仔うことができるJ

これら 5種類に尽きるものではあるまい。

となれば、これと全く問機に、司法書士法29条

1号～ 5号以外の〕

の司法書士とが行うことがで

きる」業務もまた、法29条の委託を受けた規則31

条の列挙する 5種類の業務に尽きるものでは金い

本連載で検討するところ

は、①法3条業務と、

1項柱書およびl

条以外の法令等に基づく

、うところの法3

2種に分類したほ

に基づく うち、司法書士法人も行うことの

できる業務を定めたものにすぎない。

そうであるにもかかわらず、

て、昨今「規貝U31条業務Jという言葉が、

法人の別なく一般化したのは、過払金バ

べて

しては、次号の

は号業務〉に比して、従前よりす

につき社会一般の認知震が低いため、

人に限って認められる業務と誤解され

じている。

る、

、ているところの f業際問題Jとは、

以上の（A）（日）（C）の開題を指している。一方、

が安心して業務に敢ち範める職務範囲を確保する

ためJの方議に関して、三河尻日時連会長は「法

令の解釈……などあらゆる手法を上手く罷ってム

「可法書土業務の基麟を見直し、整理し、鞍務範

揮を明確にする」としているが、しかし、この作

目下のところ、詣記（A)(B)(C）の論点ごとの個

別的検討の段階にとどまっているように思われる。

そこで、本連載では、①法3条業務と、②法3

以外の法全等tこ基づく業務の両者にわたる、可法

書士の業務範関の全体像についての総合的考察を

試みることにしたい。

（注 1) く・著書から

く図 1> 法3条襲務・法3条以外の法令等に基づく業

務・護員IJ31条義務的関係

法3条業務

法 3条以外の
法令等tこ基づく
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土がその社会的責任を果たすためにj月報

（平成27年 9月号） 4貰～ 5

頁。なお、問点・強調・（命〕〔命〕

による。

（注 2) 平成14年 5月 7B 

2 鞍域問題の諸相

(1) 士業者の業務範聞の考え方

およそ一般に、士業者の業務範関の抵触問題を

とが禁じられている領域である。

舎は、当該士業者に加えて、能士業者tこおいて

も業務の範関内として許容されている領域である。

舎は、当該士業の業務の範囲内に題しているが、

しかし、 f他の法捧jによって業務が禁止されて

いる領域で為る。なお、いったん「抱の法律Jtこ

よって説課された業務を、さらに再び解除する旨

の例外規定が設置されている場合もある（注針。

④は、当該士業者の肩書をもって行うことので

きる業務の範盟内で島るが、噂門資格な有さない

者にも業務が許容されている領域である。成年後

見の分野における市民後晃人などが典型である。

③は、当該士業り業務の範踏外で、あって、かっ、

〈隠 2> 土議題の職城の抵触関係

砲の士業の業務とされている場合である。

＠は、客観的にみて業務の範閤外であるため、

なもって行うことはで、きないが

（その一方で＼

している人は、現に春在する。

ぐDは、挙手観的にみて当該土業の業務の範露外で

あり、かつ、すべての者に業務が禁止されている

領域である。公序良俗違反の業務・反社会的な業

これに属する。

(2) 司法書士の職域の祇触問題

以上のうち、可法曹士に関して問題が生じてい

るのは、以下の部分（A）（鴎（C）であるG

(A) 胃法警察±の独品業務

その第 lは、く図 2＞の①と②の接触面広関す

るもので、法令上司法書全の業務の範間内とされ

るもののうち、特拡登記手続関探業務をめぐる、

よび弁護士との関わぜめぎ合いである。

このうち、行政審土と可法書士は、躍史的誌は、

として未分化であったとこ

ろ、その後、後者が「司法代番人j として独立し

た経緯があるため、分化・独立した部分の業務は

しては、

との間でも業擦問題が生じており、

この書類作成業務を播頭壁として、その付

鑓業務としての商業登記申請関保業務への参入を

強く器望している。

一方、弁護士の側では、

る自己の兼務範翻である f一般の法捧事務」の中

tこ、司法書士の業務はすべて含まれるとし、した

がって、「弁護士は当然に苛法書士の業務を行う

ことができるj と解している（議5）。

だが、土地家屋調盈士の業務については、

とより、表示登記の申請手続は、多

分に技術的なもりであって、権利義務の発生、

吏等も間接的な形広とどまると解されるから、こ

れら記関する欝類・電磁的記議長の作成、相談をも
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含めて〔弁護士法 3条の〕「一般の法律事務」に

該当しないというべきである」とされている（注

6）。

一方、行政書士の業務に関しては、「事実証明

に関する書類についても、法律上の権利義務に関

係を有するものであれば、その作成等は『一般の

法律事務』に該当することになろう」とされてい

るが（注 7)、これを反対解釈すれば、法律上の

権利義務に関係しない事実証明に関する書類作成

業務は、弁護士の職務の範囲外ということになる。

問題は、これら土地家屋調査士や行政書士と同

様、司法書士の業務についても、弁護士の職務の

範囲外のものが存在するか否か、という点であり、

それが想定できないとなれば、司法書士しか行う

ことができない①独占業務は存在しないことにな

る。

（酎 「他の法律」による制限

司法書士が目下直面している業際問題の第2は、

前掲〈図 2＞の②と③ないし④の接触部分である。

法 3条 8項は、「司法書士は、第 1項に規定す

る業務で、あっても、その業務を行うことが他の法

律において制限されているものについては、これ

を行うことができない」旨を規定する。問題は、

ここにいう「他の法律」には、いかなるものがあ

るか、という点であるが、①土地家屋調査士法・

弁理士法・税理士法は該当するが（注 8）、⑥

「弁護士法は、本項の『他の法律』には該当しな

い」（注9）とされている。

これを、前掲く図 2＞に即していえば、＠土地

家屋調査士・弁理士・税理士との関係では、③の

領域が存在し、司法書士の業務範囲は、もつばら

土地家屋調査士法・弁理士法・税理士法の定める

当該士業の業務範囲に関する解釈によって確定さ

れることになる。だが、これに対して、⑤弁護士

との関係では、③の領域が存在しないため、業際

問題は、④との聞の接触問題となり、その場合に

は、もっぱら司法書士法の規定の解釈によって、

司法書士の業務の範囲内であるか否かが検討され

ることになるが、しかし、その場合においても、

何ゆえ弁護士法については「他の法律」には該当

しないのか、検討が必要となる。
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なお、この点に関しては、法3条 8項と同様の

「他の法律」による制限規定が、行政書士法 (1

条の 2第 2項・ 1条の 3第 1項ただし書〉・社会

保険労務土法（ 2条 4項〉・税理士法（ 2条 2項

ただし書〉その他の各種士業についても存在して

いることが参考になるだろう（注10）。

(C) 非士業者の取締規定

一方、司法書士・司法書士法人が、業務の範囲

外の行為を行った場合に、それが他の士業法の規

定する非士業者の取締規定の要件に該当するとき

は、当該士業法の定める制裁に服することとなる。

(a) 非弁護士の取締規定

たとえば、弁護士法72条は、下記のように規定

しているので（〔①〕～〔⑤〕〉は筆者による〉、①

非弁護士であるところの司法書士が、②報酬を得

る目的で、③法律事務・周旋を、④業として行っ

た場合に、それが、⑤ただし書にいう「他の法

律」であるところの司法書士法の定める業務の範

囲外であれば、 2年以下の懲役または300万円以

下の罰金に処せられる（同法77条 3号〉。

（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）

第72条 〔①〕弁護士又は弁護士法人でない者は、

〔②〕報酬を得る目的で〔③〕訴訟事件、非訟事

件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行

政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事

件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その

他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋を

することを〔④〕業とすることができない。

〔⑤〕ただし、この法律文は他の法律に別段の定

めがある場合は、この限りでない。

それゆえ、弁護士との関係での業際問題を検討

する際には、前記（B）法3条その他の法令等の解釈

からのアプローチに加えて、（C）弁護士法72条の解

釈からのアプローチが必要となる。

この点に関して、司法書士の側では、弁護士法

72条本文の③要件中「一般の法律事件に関して」

の文言に注目し、「事件」性のない法律事務の取

扱い・周旋に関しては、③要件を満たさず、した

がって同条の非弁行為にはあたらないとしている

（事件性必要説〉。だが、これに対して、弁護士の

Citizen & Law No.98 I 2016.4 l 



側では、開条にいう

の文言は、間法 3条の「〔＠〕

件及び審査請求、

庁に対する不服申立事詳記関する行為、〔＠〕そ

の他一般の法律事務jのうちの前半部分〔①〕を

されものにす家ず、同法72条は、

件J性の者懇にかかわらず、〔＠〕「一般の法律事

務jのすべてにつき非弁行為を禁止する趣言の規

なお、

法律事務の取扱い

(72条～75条〉は、昭和 8年旧「弁護士

11）と同時に鎖症された「法律事務取扱ノ

していた。それが、平成14年法改正の簡裁代理権

獲得から過払金バブル崩壊を経て、すべての司法

書士の行うことができる法3条 1明4号の裁判書

類作成関課業務と 5号相談業務の範朗、並びに、

認定可迭書士が行うことができる 7

よび裁判タトの和解代理権の範醸の、ー

おいて再燃したものである。

(b）非司法書士の敢締規定

弁護士法72条と時様の非士業者の取締規

も存在する〈法73条 1

〈非弁護士

（非司法書士等の取締約

第73条司法書士会紅入会している

〈協会を除く。〉は、

1項第 1号から第5号までに規定する

を持って誌ならない。ただし、他の法律に別段

る場合は、この際ちでない。

その業務の範屈を趨えて、第 3条第

1号から第 5号まで記規定する業務を行

つてはならない。

3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛

らわしい名容を用いてはならない。

4 弓詮書土法人でない者は、

これに紛らわし

5 
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法73条 1顎の解釈に関しては、前記弁護士詮72

条をめぐる攻坊と、攻守が先全拡改＇£ K 可告書

士にあっては、＠ 1項本文にいう「第3条第 1項

1号から第5号までに規定する業務Jの範聞を

広く解釈し、あるいは告ただし書にいう r他の法

の「毘段の定めj

るいは①飽士業者の参入から、詰日り

しようとする向きもある。

しかし、最判平12・2・81fU集54巻 2号 1

申請代理を業として行った行政書士が、

平成14年故正離のIB規定 Cl日法19条 l

問われた事許において、

であるとし、また、

的業務にあたると主張したのに対して、

－歯科技工全法20条に関する

34・7・8刑集13巻 7

法 6条（泊14）に関する

29巻 4 〔非司法書士

の〕規制が公共の福祉に合致した合理的なもので

憲法22条 1演に違反しない」とし、また、＠「行

政書士が代理人として登記串請手続をすることは、

行政書士の正当

しづとした（注15）。すなわち、

める非司法書士の排除規定は、

社会生活上の利益にかかわ

、し

の職域集護を制度趣旨とするものではない。なお、

弁護士法72条の制度趣旨に関しても、問機の公益

百的の規定と解する最高裁大詮廷判決が存在して

いる（注16）。

それゆえ、

つては、自己の職域保護という

ではなく、爵民一般の社余生活上の利益探護とい

う公益的見地に立った、公正な判断が必要で、あり、

そして、その際には、前記大法廷判決〈前掲・

大判昭34・7・8、最大判昭50・4・30）の引用

する歯科舷師法17条やi日薬事法 6条（現行5条〉

その飽の競鵠との関での整合的な解釈を心がけな

ければならない。
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なお、弁護士法72条や法73条 1項と同様の非資

格者の排除規定は、およそ士業法一般につき広く

存在しており（注17）、法律関係の専門職に関し

ても、土地家屋調査士法68条（注目）、行政書士

法19条（注19）、社会保険労務士法27条（注20）、

税 理 士法52条（注21）、公認会計士法47条 の 2

（注22）、弁理士法75条（注23）、海事代理土法17条

などがある。弁護士法72条および法73条 1項の適

用範囲を検討する際には、これら隣接士業法にお

ける処理が参考となろう。

（注4) これは、以下のものに分かれる。①その

1は、種々の医療従事者に対し、保健師助

産師看護師法31条 1項および32条の規定に

かかわらず、業務を認める旨の例外規定で

ある。理学療法士及び作業療法士法15条 1

項、視能訓練士法17条 2項、社会福祉士及

び介護福祉士法48条の 2第 1項、臨床工学

技士法37条 1項、義肢装具士法37条 1項、

救急救命士法43条 1項、言語聴覚士法42条

1項など。②その 2は、銀行その他の金融

機関の業務につき、「他の法律Jによる制限

を、特定の業務に関して解除する特別規定

であり、これには、③金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律 1条 1項のほか、⑥

特別な事業・機関の資金管理・運用面に関

する業務委託を認める規定が多い。農業災

害補償法142条の 9第3項、消費生活協同組

合法12条の 2第 2項、貿易保険法15条 2項、

産業労働者住宅資金融通法10条 6項、国民

年金法128条 6項、中小企業退職金共済法72

条 3項、日本勤労者住宅協会法26条 2項、

清酒製造業等の安定に関する特別措置法 5

条 2項、預金保険法35条 2項、勤労者財産

形成促進法12条 2項、沖縄振興開発金融公

庫法20条 2項、農水産業協同組合貯金保険

法35条 2項、農業経営基盤強化促進法11条

の4第 2項、食品流通構造改善促進法13条

2項、産業廃棄物の処理に係る特定施設の

整備の促進に関する法律18条 2項、容器包

装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律23条 2項、主要食糧の需給及び

価格の安定に関する法律10条 2項、保険業

法275条 2項、建築物の耐震改修の促進に関

する法律35条 2項、木材の安定供給の確保

に関する特別措置法19条 2項、農林中央金

庫及び特定農水産業協同組合等による信用

事業の再編及び強化に関する法律34条 2項、

スポーツ振興投票の実施等に関する法律18
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条 2項、国立研究開発法人情報通信研究機

構法15条 2項、独立行政法人農業者年金基

金法10条 2項、独立行政法人農林漁業信用

基金法14条 3項、国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構法16条 2項、

独立行政法人中小企業基盤整備機構法17条

3項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇

用支援機構法15条 2項、独立行政法人福祉

医療機構法14条 2項、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構法15条 2項、独

立行政法人住宅金融支援機構法16条 2項、

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理

機構法15条 6項・ 18条 6項、株式会社日本

政策金融公庫法14条 2項、資金決済に関す

る法律31条 4項・ 59条 4項、電子記録債権

法58条 2項、株式会社国際協力銀行法14条

2項など。③その他、前記②⑤金融機関以

外の業務委託に関して、林業労働力の確保

の促進に関する法律18条 2項（森林組合連

合会等入国立研究開発法人森林総合研究所

法12条 2項（森林組合・森林組合連合会〉、

独立行政法人環境再生保全機構法10条の 2

第 2項（都道府県等〉などの例外規定があ

る。

（注 5) 日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護

土法〔第4版〕』（弘文堂、平成19年） 27頁。

なお、周知のように、この点をめぐっては、

登記業務を司法書士の独占業務と解する埼

玉司法書士会と、弁護士との間の著名な訴

訟が存在するが、第 1審（浦和地判平 6・

5・13判時1501号52頁・判タ862号187頁〉、

控訴審（東京高判平 7・11・29判時1557号

52頁〉とも、弁護士法 3条にいう「一般の

法律事務」の中には登記申請代理業務が含

まれる旨を判示した。

（注 6) 日本弁護士連合会調査室編著・前掲（注

5) 28頁。

（注 7) 日本弁護士連合会調査室編著・前掲（注

5) 27頁。

（注 8) 小林昭彦＝河合芳光『注釈司法書士法

〔第 3版〕』（テイハン、平成19年） 163頁以

下、 167頁以下。

（注9) 小林＝河合・前掲（注 8)168頁。

（注10) 公認会計士につき公認会計士法 2条 2項

ただし書（なお、旧計理士につき計理士の

名称の使用に関する法律 1条 1項かっこ

書〉、建築士につき建築士法21条ただし書、

不動産鑑定士につき不動産の鑑定評価に関

する法律 3条 2項ただし書、通関業者につ

き通関業法 7条ただし書、技術士につき技
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術士法 2条 1項かっこ議、弁理士κっき弁

理士法 4条 3項ただし響、マンシ設ン管理

士につきマンシ双ンの管理の適正化の推進

に関する法穿 2条 5号かっと議、吉本司法

支援センターにつき東自

に対する援助のための諒本司法支按センタ

の業務の特例に関する法律 3条 1顎 1号

ハ・ニなど。

0：主11) 昭和8年 5丹 1日法律第53琴引日〉

士法Jc明治26年 3月 4B法律第 7号 Cl日
IB）「弁護士法Jを全敬、昭和24年 6JHO日

mu矩によ

り

（注12) 昭和S年 5月1

（注目〉 なお、同判決の引用する最判昭28・8・

26民集7巻 S号1389買も参照。

0.主14) なお、持余は、平成14年 7月31日法律第

96号「薬事法及び採血及び、供血あっせん業

取締法の一部を改正する法律J2条により、

現行の 5条に条数繰り上げとなり、平成25

年11丹27日法律第84号「薬事法等の一部を

改正する法律J1条により、法体名が現行

の「医薬品、

れた。

（注目） なお、間判決は、その後、

s・29c平成18年付第310号〉特供j集：未登載

目的外使用を理由？と、請求

な受付を拒絶した行政書士会に対

して、

の判皆にも引用された。

｛注16) 最大判昭46・7・14期集25巻 5号690真。

も可法書士でもない者

に対して、

！日法19条 l喪の

適用した裁判例として、性質地判昭36.

8・19下鞍裁判所知事裁判例集 3巻 5・8

号557頁がある。

〔注17) 非資略者の誹徐規定は、医療・

の業法に多い。判例で問題となっ

部議17条のほか、栄養士法 6条、歯科籍企

師法29余・ 30条・ 31条・ 32条、診療放射議

技師法24条、獣医師法17条、薬剤師法19条、

どがある。

さらに、その能的業種ιおける

の排除規定として、通訳案舟士法36条、資

る法捧 7条・ 64条、平成23年

した東北地方太平洋沖地震

より放出され

た放射性物資による環境の汚染への対処に

• 60条などが怠る。

〈注18) 開条のIB規定（19条〉

判例として、津簡判昭62・11・17判タ661号

177頁など。

（注目） 苛政書士法19条違反が争われた特例とし

て、東京地判昭63・7・22判タ683号158賞、

9・9・24判時1649号119頁・判

タ981号142頁、大阪高暫平21・1・28務時

2042号 9賀、最判平22・12・207詩集制巻 8

号1291頁、最鞄平23・12・97詩集65犠 9号

1371頁、東京地判平25・2・4訟務月報60

巻 4号715頁、大駿高判平26・7・30自

ャーナノレ1929号15ラ頁など。

0.主20) 社会探検労務土法27条違反が争われた裁

判例として、名古屋地判昭54・7・18労欝

特例327号72買など。

（注21) 税理士法52条議反が争われた判錦として、

最大判昭24・7・22刑集 3巻 8号1354賀、

東京高精昭28・11・19高等裁判所刑事判決

月報39号192頁、最判昭35・4・12瑞集14巻

5号548頁、東京高暫昭40・2・26下刑集 7

巻 2号130夏、議決昭41・3・31刑集20犠 3

号146茶、最決昭47・1・18判時655警部

頁・判タ272号297京、名古屋高判昭48・

2・27高知j集26巻 1iラ56頁、撲浜地判平

5・9・21特タ829号270茶、大阪地判平

20・7・29判時2051号103頁・判タ 129合号

163賞、大阪高~u平24 ・ 3 ・ 8 訟務J.f

6号1733買、東京高判平26・2・27労働判

例1086号 5貰・労働経済判例速報2206号 3

買など。

（注22) 公認会計士法47条の 2の解釈が間態とな

った裁判例として、東京高粍平13・10・

24 c平成13年（行コ〉第106号〉判例集未経

載が島る。

（注23) 弁理士法75奈が争われた裁判部として、

• 11・28判時1810号68頁など。




