
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

  

書籍のご案内 (株)民事法研究会 

武藤貴明 著 
2021年９月 17日発売 

本書の特色                

●2009年から５年間、最高裁判所調査官（民事）

を務めた現役裁判官である著者が、自ら積み重

ねた経験をもとに、事例紹介やＱ＆Ａを交えて、

争点整理の技法を基本からノウハウまで詳解し

た実践書！ 

●争点整理の手続、法規範や技法についての体系

的な解説に加え、２つの架空事例を題材に争点

整理のケース研究を行い、争点整理を的確に進

めるために裁判官に必要な知識、考え方、技法

を解説！ 

 
 升田 純 著 

2021 年９月 16 日発売 

本書の特色                

● 160件に及ぶ傷害・死亡事故の裁判例を

分析・検証して、施設等の法的責任の主

張・立証、損害額の認定・算定の実務の

あり方を示す好個の書！ 

●事故調査・紛争解決に取り組む法律実務

家はもちろん、事故予防・再発防止を担

当する幼稚園・保育所その他の施設関係

者にとって至便！ 

 

長谷川正浩・石川美明・村千鶴子 編 

2021年８月 24日発行 

本書の特色              

●「送骨」「手元供養」などの葬送秩
序の変化や、葬儀ローン・離檀料な
どの新たな紛争類型を含む90の事例
をもとに、法改正に対応してわかり
やすく解説！ 

●日常生活の中で頻繁に接することの
ない、葬儀や墓地についての知識や
トラブルへの対策方法をＱ＆Ａの形
式をとり、平易な言葉でわかりやす
く表現！ 

本書の主要内容 
第１章 争点整理の目的 

第２章 争点整理の手続 

第３章 争点整理を規律する法規範 

第４章 争点整理の技法 

第５章 争点整理実践編 

─ケースでみる争点整理 

第１節 〈ケース１〉争点整理がうまくいかな

かった甲裁判官のケース─理事の不当解任 

第２節 〈ケース２〉争点整理がうまくいった

乙裁判官のケース─取締役の不当解任 
 

本書の主要内容 

第１章 教育・保育施設等における乳幼児事故をめぐる裁判例 

第２章 社会施設等における乳幼児事故をめぐる裁判例 

第３章 家庭における乳幼児事故をめぐる裁判例 

 

〔取り上げている事故〕吐乳吸飲・吐物誤嚥
／うつ伏せ寝／校門の門扉／プール／滑り
台／うんてい／審判台／サッカーゴール／
自動車・自転車／踏切／感染症／熱中症／階
段／窓／エスカレータ／公衆浴場／用水溝
／暗渠／河川／池／溜池／貯水槽／水溜り
／海岸など 

  

 

 本書の主要内容 

第１章 葬儀・墓地をめぐるトラブルの背景 

第２章 死亡および死亡直後に発生するトラブル

と対策 

第３章 葬儀をめぐるトラブルと対策 

 Ⅰ 葬儀の生前予約・生前契約に関するトラブル／Ⅱ 

葬儀の契約・解約に関するトラブル／Ⅲ 葬儀の価

格・料金・品質に関するトラブル／Ⅳ 販売方法に関

するトラブル／Ⅴ 遺族間のトラブル 

第４章 墓地をめぐるトラブルと対策 

Ⅰ 購入・契約に関するトラブル／Ⅱ 納骨（遺骨の

埋蔵・収蔵）の際のトラブル／Ⅲ 改装・分骨に関す

るトラブル／Ⅳ 承継に関するトラブル／Ⅴ 墓地

経営・散骨等に関するトラブル 

 
後藤孝典 編著 
牧口晴一・島田幸三・阿部幸宣・深山曉・ 
李永壽・酒井修・親泊伸明 著 

2021 年９月 16 日発行 
本書の特色              
●親族外の役員や従業員持株会、他の会社に事業を承継さ
せる場合などを想定し、また、承継の途中での心変わり
や別れる場合にも備えるため、株主間契約を活用すると
ともに、法人税・所得税等の税務上の扱いについても詳
細に検討！ 

●第１編では、株主間契約の意義、株主間契約の法的性質、
株主間契約の種類、株主間契約の履行強制、株主間契約
における意思表示を求める強制執行、株主間契約の保全
執行（仮地位仮処分）等、株主間契約の基礎について簡
潔に解説！ 

●第２編では、株主間契約の使い方について、具体的なケ
ースと課題を設定し、実務上の工夫も含めて税務と法務
を解説！ 

●第３編では、株主間契約のテンプレート（書式例）を６
例示し、それぞれ条項例を詳細に解説！ 

 

本書の主要内容 

第１編 総論〔株主間契約の基礎〕 

第２編 各論〔株主間契約の活用例〕 

 第１章 従業員持株会の課題と対策 

 第２章 国際税務と株主間契約 

 第３章 穏やかな親族外事業承継と株主間契約 

 第４章 会社分割を活用した事業承継 

 第５章 別れの株主間契約と課税問題 

 第６章 株主間契約とＭ＆Ａ 

 第７章 株主間契約と事業承継 

第３編 株主間契約 TEMPLATE 

 



商事法務　新刊のご案内

第１部　破産管財人の債権調査・配当（総論）

　第１章　破産管財人からみた債権調査・配当

　第２章　裁判所からみた破産管財人の債権調査・配当

第２部　破産管財人の債権調査・配当（各論）

　第１章　破産管財人の債権調査

　第２章　破産債権、財団債権の範囲等 　第７章　財団債権の弁済

　第３章　破産債権の届出 　第８章　破産債権の配当

　第４章　破産債権の調査・認否 　第９章　免責

　第５章　破産債権の確定

第３部　研究者からみた破産管財人の債権調査・配当を巡る理論上の諸問題

　Ⅰ　双方未履行双務契約において破産管財人が破産法53条に基づいて解除した場合の

　　　中途解約違約金条項の有効性と中途解約違約金請求権の破産債権該当性

　　　（東京大学名誉教授　伊藤　眞）

　Ⅱ　手続開始時現存額主義の現状と将来──改正民法の弁済による代位の規律も踏まえて

　　　（一橋大学大学院法学研究科教授　山本和彦）

　Ⅲ　外国債権についての債権届と債権調査

　　　（弁護士　園尾隆司）

◆執筆者一覧

◆事項索引

＜主要目次＞

株式会社　商事法務
東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 TEL：03-5614-5643

https://www.shojihomu.co.jp/ FAX：03-3664-8844

　第10章　破産者の類型別でみた債権の

　調査・配当をめぐる諸問題

　第６章　財団債権の届出・調査

岡 伸浩・小畑 英一・島岡 大雄・
進士 肇・三森 仁　編著

A5判並製／752頁／7,260円（税込）

破産管財人および破産裁判所の視点から、破産事件
の債権調査・配当の場面で問題になる、実務上・理論
上の論点を浮き彫りにし、経験を生かしたノウハウをも
とに実務の指針を示した実務家必携の書。平成29年
改正民法に対応する記述にあらため、新たに免責調
査、暗号資産（仮想通貨）の項目を追加した改訂版。

2021年8月発売

破産管財人の債権調査・配当〔第2版〕



商事法務　新刊のご案内

第１章　倒産手続における担保権

　第１節　倒産手続と担保権

　第２節　倒産手続と相殺権

　第３節　担保権実行手続中止命令

　第４節　担保権消滅許可制度

　第１節　抵当権

　第２節　根抵当権

　第３節　質権

　第４節　民事留置権・商事留置権

　第５節　先取特権

東京都中央区日本橋茅場町3-9-10

https://www.shojihomu.co.jp/

　第４節　求償権行使の方法・範囲

　第５節　主債務者倒産の場合における第３章　譲渡担保・所有権留保・

ファイナンス・リース・その他の非典型担保

株式会社　商事法務
TEL：03-5614-5643

FAX：03-3664-8844

　　保証人の手続参加

　第３節　保証人・物上保証人の倒産手続

　　保証人の時効援用

　第１節　主債務者の倒産手続における

　　保証・物上保証の取扱い

　第２節　主債務者の法的整理における

第２章　抵当権・根抵当権・質権・留置権・先取特権

「倒産と担保・保証」実務研究会　編

A5判並製／896頁／8,250円（税込）

倒産時における担保・保証の取扱いについてのバイ
ブルが７年ぶりに改訂。

最近の倒産時における裁判例、「経営者保証に関す
るガイドライン」に関する論点を反映し、実務上の留意
点および学説を踏まえて実務家・研究者が詳細に解
説。

2021年9月発売

倒産と担保・保証〔第2版〕

＜主要目次＞

　第１節　譲渡担保

　第２節　所有権留保

　第３節　ファイナンス・リース

　第４節　その他の非典型担保

第４章　倒産と保証



 

 

 

 

民事執行法 
〔改訂版〕 

中野貞一郎・下村正明［著］  

A5 判・（本体 12,500 円）+税／978-4-417-01813-1 

 
 
 
 
 
 

 

 

◎目次 
序 章 民事執行の世界 

第１編 民事執行通論 
第１章 民事執行の基本構造 
第２章 民事執行の機関 
第３章 民事執行の規律と法的 
    性質 
第４章 執行抗告と執行異議─ 

その他の手続通則 
第２編 強制執行総論 
第５章 執行債権 
第６章 執行当事者 
第７章 強制執行の要件 

（その１） 
    ─債務名義その他 
第８章 請求異議の訴え 
第９章 強制執行の要件 
    （その２） 
    ─執行文 
第10章 強制執行の対象─ 
    第三者異議の訴え 
第11章 強制執行の開始・停止・

終了 
 

 
 
 
 
第３編 担保執行総論 
第12章 担保執行の基礎 
第13章 担保執行の要件 
第14章 担保執行の構造 

第４編 強制執行各論・担保執行各
論 

第15章 不動産の強制競売・担保
競売 

第16章 不動産の強制管理・担保
収益執行 

第17章 準不動産執行 
第18章 動産執行 
第19章 権利執行 
第20章 扶養料等債権について 
    の間接強制執行 
第21章 形式競売および非典型担

保権の実行 
第22章 非金銭執行 

第５編 準備執行論 
第23章 財産開示執行 
第24章 第三者からの情報取得 
    執行

 

新刊書 

令和元年民事執行法・ハーグ条約実施法改正に対応した最新改訂版!! 

 ●名著・中野『民事執行法』の真髄を現代に継承する信頼の体系書 

 ●執行制度の理論と実務を令和新時代もリードし続ける 

   



 

 

 

 

デジタルプラット 
フォームの法律問題 
と実務 

渡邊 涼介ほか[編著] 

 A5判・（本体 5,700円）+税／978-4-417-01821-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■本書の構成 

第１章 ＰＦ事業者について  

第２章 ＰＦ事業者とユーザーとの間の規律・約款  

第３章 場の提供者としてのＰＦ事業者の法的責任  

第４章 ＰＦとデジタルプラットフォーム取引透明化法  

第５章 ＰＦ事業者と独占禁止法  

第６章 データ利活用と利用者情報の保護 

新刊書 

デジタル･プラットフォーム(ＰＦ)に関する最新法制解説書!! 

●「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 

 」をはじめ，消費者法，競争法，個人情報保護法などＰＦに関わる法律とその 

 ポイント，紛争対策の実務について具体的に解説。 

●ＰＦ事業者と取引企業・消費者の間の法律問題・トラブル対策の実務も 

 収録。 

 



 

 

 

判例からひも解く 
実務民法 

     近藤昌昭 [著]：元東京高等裁判所部総括判事 

A5 判・（本体 4,000 円）+税／978-4-417-01809-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●目次  

第 1 章  物  権  

第 1 節  総  説  

第 2 節  物権変動  

第 3 節  第三者について 

第 4 節  動産の物権変動  

第 5 節  そ の 他  

 

第 2 章  債権について 

第 1 節  全体構造の理解  

第 2 節  法律行為  

第 3 節  契約各論  

 

第 3 章  債権を確保するための制度  

第 1 節  総  論  

 

 

 

第 2 節  保証債務  

第 3 節  抵 当  権  

第 4 節  譲渡担保権  

第 5 節  相  殺  

第 6 節  債権譲渡  

第 7 節  代理受領  

 

第 4 章  不法行為  

第 1 節  一般的不法行為  

第 2 節  特殊不法行為  

第 3 節  損 害  論  

 

第 5 章  不当利得  

巻末資料/事項索引/判例索引  

〔コラム〕 

新刊書 

民法（財産法）の主要な論点について，元裁判官が，判例の立場を中心として，
設例を用いて，詳しく解説！ 
 ●元裁判官による簡明な解説。 
 ●民法（財産法）の主要な論点について，判例の立場を基本として，論点相互 
  の関連も解説しているので，実務における民法（財産法）全体の基本的構造 
  を体得できる。 
 ●判例を素材とした設例を通して，紛争の実像を捉え，どのような権利関係に 
  あるのかを理解できる。 
 ●現在の実務において採用されている要件事実についても解説。 
 



●目次

序説（親族編の沿革と改正経過）

民法第四編　親　族

　第一章　総　則

　第二章　婚　姻

　　第一節　婚姻の成立

　　　婚姻の要件／婚姻の無効及び取消し

　　第二節　婚姻の効力

　　第三節　夫婦財産制

　　　総　則／法定財産制

　　第四節　離　婚

　　　協議上の離婚／裁判上の離婚

　第三章　親　子

　　第一節　実　子

　　第二節　養　子

　　　縁組の要件／縁組の無効及び取消し

　　　縁組の効力／離縁／特別養子

　第三章 【補論】生殖補助医療

　第四章　親　権

　　第一節　総　則

　　第二節　親権の効力

　　第三節　親権の喪失

　第五章　後　見

　　第一節　後見の開始

　　第二節　後見の機関

　　　後見人／後見監督人

　　第三節　後見の事務

　　第四節　後見の終了

　第六章　保佐及び補助

　第五章・第六章 【補論】任意後見と後見登記

　第七章　扶　養

…………………………………………………………………………………………………………………………

民法親族編の全条文を詳細に解説

『最新民法親族編逐条解説』
梶村 太市／著

●Ａ５判・並製カバー

624ページ

定価：7, 920円（本体：7, 200円）

ISBN978-4-86096-135-0

発行 株式
会社

〒１１３-００３３  東京都文京区本郷５丁目１１－３
☎  ０３（３８１１）５３１２㈹　FAX ０３（３８１１）５５４５
〈ホームページアドレス〉http://www.teihan.co.jp/

◇ 好評発売中！◇

■民法親族編の立法過程や判例の動向を正確に捉え、将来の実務
の充実化のために著者独自の見解を詳述。

■各条文の問題点を指摘しながら、最高裁判例はもとより、下級
審の重要判例もピックアップし、理論的にも実務的にも十分な
解説を加えました。

■さらに、今日的課題である生殖補助医療や、離婚後の父母間の
共同親権論・面会交流の原則実施論についても、著者独自の理
論を展開。

■本書は、個人主義中心の欧米一辺倒ではなく、コモンと間柄重
視の日本伝来の生活文化に根差した、新たな家族法の確立を目
指します。





　A5変・上製・560頁　定価：9,680円（税込）　ISBN978-4-7972-2390-3　C3332

平成 30 年改正商法 （明 32 法 48） と、 国際海上物品運送法 （昭 32 法 172） を中心に、

現在の我が国の海商法の学説 ・判例を、 海運実務の状況を取入れて詳説。 平成 30 年商法

改正の際に、法制審議会商法（運送・海商関係）部会委員として活躍した著者による信頼の書。

総 500 ページを超える充実の内容で、 実務に携わる弁護士諸氏、 必読の書。

【目　次】

◆第一章　海商法総論
第一節　海商法の意義と特異性
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