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確に投影したものであること，の３要件を充たす必要がある。

【写しの形式的証拠力の認定要件】

①　原本が存在すること
②　原本において文書の真正が認められること
③　写しが原本を正確に投影したものであること

⑵　文書の作成者
ア　作成者の意義等
　文書の作成者とは，その記載内容たる思想を表明した者をいう。そのため，名義人
と作成者は必ずしも一致するものではない。例えば，偽造文書の場合，作成者は名義
人でなく，偽造した者である。このように，名義人と作成者の同一性は形式的証拠力
を認定するうえで必須ではなく，偽造文書であっても，名義人の文書としてではなく，
偽造した者の文書として証拠申出をすれば，形式的証拠力が認められる。

イ　代理人による作成と作成者
　本人に代わって代理人が文書を作成した場合に，作成者は本人と代理人のいずれで
あるかについて争いがある。記載内容の効果帰属という実質面を重視すれば，本人を
作成者と捉えることになる（本人説）が，意思表示をなしたという形式面を重視すれば，
代理人を作成者と捉えることになる（代理人説）。後者は，代理関係を表面化すべき点
を重視する。
　もっとも，署名代理の場合には，文書それ自体から代理関係を特定することが困難
であるという消極的理由に加え，推定規定（民訴228条４項）を適用できるという積極
的理由から，本人説が有力である。

ウ　挙証者による作成者の特定の要否
　文書の形式的証拠力が認められるためには，作成者を特定する必要があるが，その
際，「特定人」による作成であることさえ特定すれば足りるのか，それとも具体的な個
人による作成であることまで特定しなければならないのかについて争いがある。通説
は，不意打ち防止の観点から，後者に立つ。この場合，挙証者の特定した個人以外の
者が作成者であると認定されれば，その文書の形式的証拠力は否定されることになる。
このような結果は，前者の見解からは当事者の意思に反すると批判されるが，これに
対しては，裁判所の適切な訴訟指揮によって回避することが可能であるという反論が
可能である。

⑶　文書の真正の推定規定
ア　推定規定の法的性質
　文書の成立に関しては，民訴228条が推定規定を定めている。この規定の法的性質
については争いがある。法定証拠法則説は，推定規定は，文書の成立に関する経験則

４　文書の形式的証拠力
⑴　総説
ア　概要
　文書の形式的証拠力とは，文書の記載内容が作成者の思想の表現であると認定され
ることをいう。当該文書の記載内容の真実性等を検討するために最低限必要な証拠力
である（民訴228条２項参照）。
　文書の形式的証拠力は，その文書が特定人の意思に基づいて作成されたものであり，
かつ，その人の思想内容が表明されたものと認められること（＝「文書の真正」）をもっ
て判断される。具体的には，①特定人の意思に基づいて作成されていること，②書証
の記載内容が思想の表現と認められること，及び③作成したとされる者がその意思に
基づいてその書証を作成したこと，の３要件を充たす必要がある。

【形式的証拠力の認定要件】

①　特定人の意思に基づいて作成されていること
②　書証の記載内容が思想の表現と認められること
③　作成したとされる者がその意思に基づいてその書証を作成したこと

　文書の形式的証拠力の認定要件からすれば，例えば下書きや習字のために書かれた
文書は，特定人の意思に基づいて作成されたものではあるが，思想を表現することを
目的としない文書であるから，形式的証拠力は否定されることになる。
　文書の真正は，書証の信用性に関する補助事実であるため，裁判所は証拠調べの結
果及び弁論の全趣旨からこれを認定することができ（最判昭27.10.21），また，当事者が，
その書証が真正に作成されたものであることを自白しても，審判排除効及び不可撤回
効は生じない（最判昭52.4.15）。
　相手方が文書の真正を争う場合には，その理由を明らかにしなければならず（民訴
規則145条），理由を明示せずに成立の否認や不知をするにとどまる場合には，申出
をした者による特段の立証を待たずして文書の真正が認定される。これは，民訴229
条及び230条の制裁規定とともに，理由なき否認を排斥して争点整理による審理の迅速・
適正化を図ったものである。また，文書の形式的証拠力に争いがある場合には，筆跡
や印影等を対照することで立証することになる（同法229条，民訴規則146条）。

イ　写しの形式的証拠力
　文書の提出又は送付は，原本，正本又は認証謄本でなすのが原則である（原本提出
の原則，民訴規則143条）。文書の偽造や筆跡等の微妙な違いを把握して，作成者の
意思を正確に読み取るためである。
　もっとも，文書の写しは，その原本が滅失している場合であっても，写しであるこ
とをもって証拠調べの対象から除外されるものではなく，写しに作成者の思想内容が
正しく反映されているときには，写しも書証とすることができる。具体的には，①原
本が存在すること，②原本において文書の真正が認められること，③写しが原本を正
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　文書の真否の証明のためには，人証調べのほか筆跡又は印影の対照によることがで
きる（民訴229条１項）。相手方が文書の作成者として特定されている場合は，裁判所は，
対照の適当な相手方の筆跡がないときは，対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に
命ずることができる（同条３項）。相手方が正当な理由なくこの決定に従わないときは，
裁判所は，文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書
体を変えて筆記したときも，同様である（同条４項）。

エ　二段の推定
ア　概要
　上述のとおり，「署名又は押印」は作成者の意思に基づくことが要求されるところ，
最判昭39.5.12は，「文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実
が確定された場合には，反証がない限り，該印影は本人または代理人の意思に基づい
て成立したものと推定する」ことを許容している。これは，わが国では作成者の意思
表明を担保する手段として押印がなされており，第三者に印章を使用させることは稀
であるため，その押印は作成者自身によるとの経験則に基づいて事実上の推定を認め
たものである。
　上記判決に従えば，成立を争う私文書に本人又は代理人による印影が存在する場合
には，特段の事情がない限り，本人又は代理人の意思に基づく押印であるとの事実上
の推定が及び（第一段階の推定），これにより民訴228条４項の「押印」の要件が充たさ
れる結果，同項により文書全体が真正に成立したとの推定が及ぶことになる（第二段
階の推定）。このような二段階による推定によって文書の真正を立証することを二段
の推定と呼ぶ。この場合における印章は，実印に限定されておらず，三文判も含まれ
るが，経験則との関係上，その印章は文書の名義人のものでなければならない（最判
昭50.5.12）。

を根拠とする法定証拠法則であるとする（実務・通説）。この見解からは，推定規定は
裁判官の自由心証主義の例外を定めたにすぎないものであり，当事者の証明責任に影
響を与えず，したがって相手方は推定事実に対する反証をすれば足りる。
　これに対し，法律上の推定規定説は，民訴228条は法律上の推定規定であるとする。
この見解によると，相手方は文書成立の不真正について本証の責任を負うことになる。
しかしながら，この見解では証明責任の転換をともなうところ，処分証書の実質的証
拠力が強いことを踏まえると，当事者間に不公平を生じることや，裁判官の自由心証
に対する過度な制約になるため，妥当でない。

イ　公文書に関する推定規定
　「文書は，その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは，
真正に成立した公文書と推定する」（民訴228条２項）。公文書とは，公務員がその権
限に基づいて職務上作成した文書をいう。この推定規定は，公文書の場合，公務員は
その作成時に官公署名等を明確にするのが原則であるとの経験則から，所定の方式及
び趣旨により職務権限に基づいて作成されれば真正に成立したとの推定を働かせるこ
とができる，との根拠に基づく。
　このように，公文書に関する推定規定は経験則に基づくことから，相手方は，公務
員の意思に基づくものではない旨の反証を挙げることによって，この推定を覆すこと
ができる。もっとも，裁判所は，公文書の成立の真否について疑義がある場合には，
職権で当該官公署に照会することができる（民訴228条３項）ため，実際上争いが生じ
ることは稀である。

ウ　私文書に関する推定規定
　「私文書は，本人又はその代理人の署名又は押印があるときは，真正に成立したも
のと推定する」（民訴228条４項）。これは，後述するとおり，「署名又は押印」には作
成者の意思に基づくことが要求されるところ，挙証者において相手方の主観的意思を
立証することは困難であるため，挙証者の証明責任を緩和することを目的とする推定
規定であり，本人又は代理人が当該文書にその意思に基づいて署名又は押印した場合
には，当該文書全体も同人の意思によりその思想内容が表明されたものであるとの経
験則に基づく。
　「本人又は代理人の署名又は押印があるとき」とは，その署名又は捺印が，本人又は
代理人の意思に基づいて，真正に成立したときをいう（最判昭39.5.12）。ここで押印の
前提となる印章に三文判も含まれるかにつき争いがある。実印と比較し，三文判の保
管・使用が厳重になされているものではないことを重視すれば，上記経験則が妥当せ
ず，したがって三文判は含まれないとの見解に至りやすいが，三文判も銀行への届出
印として通用しているという経済的効用を重視すれば，必ずしも三文判の保管・使用
が実印のそれと類型的に劣るものとはいえず，したがって三文判も含まれるとの見解
に至りやすくなる。判例の立場は明確でないが，少なくとも印章を実印に限定しては
いない（最判昭50.6.12）。
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①　前提事実の存在に対する反証

・本人及び代理人のいずれの印章でもない
・本人の印章による印影と当該文書のそれとが異なる
・名義人が他の者と共有，共用している印章である（最判昭50.6.12）

②　推定で働く経験則を排斥する事情の立証

・�当該文書が作成された以前にそこで使用されている印章は盗難被害にあっ
ていた

・�文書中の印影は名義人の印章によるものであるが，名義人の同居人によっ
てその印章が冒用された（最判昭45.9.8）

・他人に預託した印章が使用目的外に使用された（最判昭48.6.26）
∵�取引関係者がその印章を他人に交付する場合には，その相手方に対し印
章の使用目的を確認しないまでも，少なくとも主観的にはその使用目的
を意識したうえでされることが，経験則上の取引通例であるから，他人
に預託した事実だけでなく，使用目的外の使用であることを示す事情の
立証が必要になる。

③　推定事実の不存在の立証

・�当該文書にある署名（又は押印）は，強迫を受けたため，自らの意思に反し
て行ったものである

第
二
段
階
の
推
定

①　前提事実の存在に対する反証

（第一段階の推定に関する①ないし③の事項がほぼ妥当する）

②　推定で働く経験則を排斥する事情の立証

・�当該文書は，その性質上，複数の者によって修正・加筆が加えられるもの
である

③　推定事実の不存在の立証

・�本人がその意思に基づいて文書を作成した後に，他人がその記載内容を変
造した

ウ　裁判所による訴訟指揮
　書証に関しては，多くの場合，挙証者は推定規定に基づく立証活動を展開すること
になるため，裁判所としても，そのことを念頭において訴訟指揮を行うことになる。
まず，相手方が否認する場合には，その理由を聴取することになる（民訴規則145条）。
次に，挙証者による第一段階の推定における前提事実ないし第二段階の推定における
前提事実の立証を踏まえ，相手方による反証活動を促すか否かを検討することになる。

【二段の推定の基本構造】

相
手
方
に
よ
る
反
証

形式的証拠力
（文書の成立の真正）

署名又は押印
（名義人の意思に基づくもの）

印影

実質的証拠力

推定事実

経験則

前提事実

推定事実

経験則

前提事実

推定

推定第一段階の推定

事実上の推定
（最判昭39.5.12）

�
�
�
�
�
�
�

第二段階の推定

228条４項

�
�
�
�
�
�
�

イ　相手方の反証
　挙証者が二段の推定による立証を試みた場合に，相手方の防御手段としては，挙証
者の主張立証に対し否認することのほか，各段階における①前提事実の存在に対する
反証，②推定で働く経験則を排斥する事情の立証，ないし③推定事実の不存在の立証
を行うことになる。
　第一段階の推定は事実上の推定であり，第二段階の推定も法定証拠法則として事実
上の推定であるから，証明責任の転換をともなわない。このうち推定で働く経験則を
排斥する事情の主張立証は間接反証にあたり，その事実自体については本証を必要と
する見解も有力である。しかし，この考え方では法律上の推定説と実際上異ならない
し，また，第一段階の推定における推定事実の不存在を示す事情と第二段階の推定に
おける前提事実の存在を否定する事情とはほぼ重なるにもかかわらず，その事情の位
置づけ次第で本証を要するか反証で足りるのかという差異が生じるのは妥当でない。
したがって，相手方による防御手段としては，いずれも反証で足りると解すべきであ
る。具体的な事情の例としては，以下のとおりである。
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【処分証書の実質的証拠力】

形式的証拠力

根幹ないし重要である法律
行為は，書証に記載される
のが通常との経験則

法律行為Ａは重要
法律行為Ａの記載なし

↓
不存在と推定

実質的証拠力

【命題①】最判昭32.10.31

【命題②】最判昭47.3.2

推定

∴�相手方は，実質的証拠力の存在を否定し又は減殺するた
めの「特段の事情」を主張立証する必要あり

∴�挙証者は，上記経験則が妥当しないことや他に法律行為
Ａの存在を示す「特段の事情」を主張立証する必要あり

⑶　報告証書の実質的証拠力
ア　報告証書の特徴
　報告証書の場合は，処分証書と異なり，その文書の性質上，その形式的証拠力が認
められれば実質的証拠力も原則として認められる，というものではない。そのため，
裁判所が報告証書の実質的証拠力を評価するにあたっては，その記載内容の真実性の
検討を経る必要がある。具体的には，その記載内容の報告者による知覚・記憶・表現
の正確性，報告者の性格，記載内容の性質，知覚時と報告時の近接性等の事情を総合
的に考慮することになる。
　したがって，報告証書の中でも類型的に実質的証拠力の高いものでない限り，処分
証書における【命題①】・【命題②】は妥当せず，裁判所はその書証の実質的証拠力を否
定する際にその理由を逐一判示する必要はない（最判昭38.6.21）し，相手方は常にその
内容の真実性について争うことができる。

イ　具体例

考慮事由例

領収書・受領書
・領収書・受領書の作成者と原本所持者の関係
・�領収書・受領書の記載内容及びその体裁と係争債務との関

連性（立証命題との関連性）……etc.

帳簿等

・帳簿等を記載する者が同一であるか
・記載内容が機械的に記述することになじむか
・記載内容の性質が機械的に記述することになじむか
・帳簿等の記載者の同一性
・帳簿等の記載内容の日時と記載時の日時の近接性……etc.

陳述書

・人証において考慮すべき事項（274頁参照）
・�陳述書の目的（従前の陳述を実質的に修正するものか，形

式的修正をはかるものにすぎないか）
・記載内容と他の間接事実との整合性……etc.

５　文書の実質的証拠力
⑴　定義
　文書の実質的証拠力とは，真正な文書に示された思想内容が要証事実に対する裁判
官の心証形成に役立つ効果を有することをいう。文書の成立について当事者間に争い
がある場合には，まず文書の形式的証拠力を認定した後に，文書の実質的証拠力の有
無を判断することになる。そして，文書の実質的証拠力は，裁判官が自由な心証によっ
て決定すべき事項である。
　なお，書証は，その証拠方法全体として処分証書ないし報告証書に区別されるもの
ではなく，そこに記載された個々の証拠資料ごとに性質が決定されることに注意を要
する。

⑵　処分証書の実質的証拠力
　処分証書は，その文書の性質上，形式的証拠力の審理判断は実質的証拠力の検討と
ほとんど重なるため，その書証が真正に成立したと認められた場合には，特段の事情
がない限り，その記載内容である法律行為等がなされたものと認められる【命題①】。
そのため，書証の記載及びその体裁から，特段の事情がない限り，その記載どおりの
事実を認めるべき場合に，なんら首肯するに足りる理由を示すことなく，ただ漫然と
その書証を排斥するのは，理由不備の違法を免れない（最判昭32.10.31）。そこで，裁
判所としては，裁判所が形式的証拠力の認められる書証があるにもかかわらず，当該
書証の記載内容と異なる事実を認定する場合には，その理由を示す必要があろう。もっ
とも，実質的証拠力が認められることと法律行為等の解釈は別問題であるから，処分
証書から認められる法律行為について不発生，消滅，無効，取消しの各事由があるこ
とを主張立証することはできる。
　処分証書の実質的証拠力における上記特徴の派生効果として，処分証書の記載内容
である法律行為が一般に根幹ないし重要なものであり，それゆえに同証書に記載され
ることが通常である場合，これに記載されていないときは，特段の事情がない限り，
その法律行為は存在しないものと認められる（最判昭47.3.2）【命題②】。


