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論⽂
2023年5⽉

債権の管理・回収の委託を受けた弁護⼠が、その⼿段として本案訴訟の提起や保全命令の申⽴てをするために
当該債権を譲り受ける⾏為の私法上の効⼒

論⽂
2023年4⽉

弁護⼠会の懲戒処分における裁量とその範囲

論⽂
2023年3⽉

弁護⼈の控訴趣意書作成における⺠事責任と倫理

1969年3⽉ 岡崎⾼等学校卒業
1973年3⽉ 名古屋⼤学法学部（法学⼠）
1975年4⽉ 最⾼裁判所司法研修所修了（27期）
1975年 - 1978年 東京地⽅裁判所判事補
1977年 - 1978年 ワシントン州⽴⼤学ロー・スクール客員研究員
1978年 - 1980年 名古屋家裁判事補

加藤  新太郎  S H I N T A R O  K A T O

顧問

東京オフィス

TEL: 03-6775-1311

FAX: 03-6775-2311

⺠事・商事の紛争に関する⺠事訴訟案件を中⼼に取り扱うほか、仲裁⼈・ADRの審査員をし
ています。⻑年にわたる裁判官として経験を活かし、主張反論・⽴証反証を読み解き事実
認定の成否を含めてきめ細かく案件を⾒通すことを得意としています。著書・論⽂が多数
あり、その関係から、意⾒書・セカンドオピニオン作成などのほか、講演の依頼も多く受
けています。
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1980年 - 1983年 最⾼裁事務総局総務局付判事補
1983年 - 1986年 ⼤阪地裁判事補・判事
1986年 - 1988年 釧路地家裁判事
1988年 - 1992年 司法研修所第2部教官（⺠事裁判科⽬担当）
1989年 - 1992年 司法試験（第2次試験）考査委員
1992年6⽉ 名古屋⼤学（博⼠、法学）
1992年 - 1998年 司法研修所事務局⻑
1998年 - 2001年 東京地裁判事（部総括）
2001年 - 2004年 内閣司法制度改⾰推進本部法曹養成検討会委員
2001年 - 2005年 司法研修所第1部上席教官（裁判官研修担当）
2002年 - 2005年 ⽂部科学省⼤学設置・学校法⼈審議会専⾨委員（⼤学設置分科会）
2004年 - 2005年 独⽴⾏政法⼈⼤学評価・学位授与機構法科⼤学院認証評価委員会委員
2005年 - 2007年 新潟地⽅裁判所⻑
2007年 - 2009年 ⽔⼾地⽅裁判所⻑
2009年 - 2015年 東京⾼等裁判所判事（部総括）
2009年 - 2015年 第⼀東京弁護⼠会綱紀委員会委員（外部有識者）
2014年11⽉ 東京⾼等裁判所⺠事⻑官代⾏
2015年3⽉ 依願退官
2015年4⽉ - 2021年3⽉ 中央⼤学⼤学院法務研究科教授
2015年7⽉ 当事務所顧問就任
2015年 - 現在 ⽇本司法書⼠連合会量定審査委員会委員（外部有識者）
2016年6⽉ - 2022年6⽉ 仲裁ADR法学会理事
2021年4⽉ - 中央⼤学法科⼤学院フェロー
2022年4⽉ - 東京都⽴⼤学法科⼤学院⾮常勤講師
2022年4⽉ - ⽇本⼤学法科⼤学院/法務研究科⾮常勤講師

債権の管理・回収の委託を受けた弁護⼠が、その⼿段として本案訴訟の提起や保全命令の申⽴てをするために当該債権を譲り受け
る⾏為の私法上の効⼒ NBL 1241(2023.5.1)号

2023年5⽉

弁護⼠会の懲戒処分における裁量とその範囲 NBL 1239(2023.4.1)号 2023年4⽉
弁護⼈の控訴趣意書作成における⺠事責任と倫理 NBL 1237(2023.3.1)号 2023年3⽉
出席株主全員の同意を総会決議要件とする定款規定の効⼒ NBL 1235(2023.2.1)号 2023年2⽉
宅地建物取引業者から名義借りをした無免許者の不動産取引における利益分配の合意の効⼒ NBL 1233(2023.1.1)号 2023年1⽉
コンメンタール⺠事訴訟法Ⅴ【第2版】 ⽇本評論社 2022年9⽉
裁判官が説く⺠事裁判実務の重要論点［債権総論編］ 第⼀法規株式会社 2022年9⽉
⺠事事実認定の技法 株式会社弘⽂堂 2022年2⽉
実務に活かす 判例登記法 ⼀般社団法⼈⾦融財政事情研究会 2021年4⽉
裁判官が説く⺠事裁判実務の重要論点［交通損害賠償編］ 第⼀法規株式会社 2021年3⽉
新時代の弁護⼠倫理 有斐閣 2020年12⽉
裁判官が説く⺠事裁判実務の重要論点〔継続的契約編〕 第⼀法規株式会社 2020年8⽉
司法書⼠裁判実務⼤系第2巻〔⺠事編〕 ⺠事法研究会 2020年8⽉
裁判官が説く⺠事裁判実務の重要論点［⾮典型担保編］ 第⼀法規株式会社 2020年2⽉
要件事実の考え⽅と実務〔第４版〕 ⺠事法研究会 2019年12⽉
法律書では学べない 弁護⼠が知っておきたい企業⼈事労務のリアル 第⼀法規株式会社 2019年11⽉
現代⺠事⼿続法の課題 ― 春⽇偉知郎先⽣古稀祝賀 信⼭社 2019年7⽉
実務精選１２０ 離婚・親⼦・相続事件判例解説 第⼀法規 2019年5⽉
コンメンタール⺠事訴訟法４［第２版］ ⽇本評論社 2019年3⽉
⺠事訴訟実務の基礎 ＜第4版＞ 株式会社弘⽂堂 2019年3⽉
裁判官が説く⺠事裁判実務の重要論点［名誉毀損・プライバシー侵害編］ 第⼀法規株式会社 2019年2⽉
これからの⺠事実務と理論─実務に活きる理論と理論を創る実務─ ⺠事法研究会 2018年12⽉

著書・論⽂等著書・論⽂等
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論点体系 判例⺠法第1巻、2巻、3巻、6巻、7巻、10巻 第⼀法規株式会社 2018年12⽉
⺠事判例17 2018年前期 ⽇本評論社 2018年10⽉
新基本法コンメンタール ⺠事訴訟法１ ⽇本評論社 2018年10⽉
債権法改正と⺠法学Ⅰ 総論・総則 株式会社商事法務 2018年9⽉
⺠事裁判実務からみた弁護⼠倫理 ⽇弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題＜平成29年度研修版＞ 2018年7⽉
裁判官と弁護⼠で考える 保険裁判実務の重要論点 第⼀法規株式会社 2018年6⽉
21世紀⺠事法学の挑戦 − 加藤雅信先⽣古稀記念（下巻） 信⼭社出版株式会社 2018年4⽉
21世紀⺠事法学の挑戦 − 加藤雅信先⽣古稀記念（上巻） 信⼭社出版株式会社 2018年4⽉
裁判官が説く⺠事裁判実務の重要論点［基本原則（権利の濫⽤）編］ 第⼀法規株式会社 2018年2⽉
⾼橋宏志先⽣古稀祝賀論⽂集 ⺠事訴訟法の理論 有斐閣 2018年2⽉
判例法理から読み解く 企業間取引訴訟 第⼀法規 2018年1⽉
コンメンタール⺠事訴訟法３ 第２版 ⽇本評論社 2018年1⽉
実務精選100 交通事故判例解説 第⼀法規 2017年12⽉
実務 交通事故訴訟体系（全3巻）【第3巻 損害と保険】交通事故訴訟における損害をめぐる実体法と訴訟法の交錯 株式会社
ぎょうせい

2017年11⽉

50周年記念座談会 ⺠事交通事故損害賠償における因果関係 交通賠償実務の最前線―公益財団法⼈⽇弁連交通事故相談セン
ター設⽴50周年記念出版― 2017年9⽉6⽇発⾏

2017年9⽉

新基本法コンメンタール ⺠事訴訟法2 ⽇本評論社 2017年9⽉
⺠事裁判実務からみた弁護⼠倫理（パネルディスカッション） ⽇弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題＜平成28年度研修版＞ 2017年7⽉
⺠事⽴証技術 ⽇弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題＜平成28年度研修版＞ 2017年7⽉
⽇弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題＜平成28年度研修版＞ 第⼀法規株式会社 2017年7⽉
⺠事尋問技術 第４版 株式会社ぎょうせい 2016年12⽉
⺠事判例13 2016年前期 ⽇本評論社 2016年10⽉
⽇弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題（平成27年度研修版） 第⼀法規 2016年8⽉
コンメンタール⺠事訴訟法７ ⽇本評論社 2016年4⽉
リーガル・エクササイズ―裁判官から⾒た「法と社会」「事件と⼈」 きんざい 2015年2⽉
要件事実の考え⽅と実務 ⺠事法研究会 2014年11⽉
コンメンタール⺠事訴訟法６ ⽇本評論社 2014年9⽉
⽇弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題[平成25年度研修版] 第⼀法規株式会社 2014年7⽉
⺠事事実認定論 弘⽂堂 2014年6⽉
継続的契約の解除・解約[改訂版]判例Check 新⽇本法規出版 2014年5⽉
実践NAVI 司法書⼠の法律相談 第⼀法規株式会社 2014年5⽉
⺠事司法の現在 (実務⺠事訴訟講座[第3期] 第1巻) ⽇本評論社 2014年4⽉
コンメンタール⺠事訴訟法1〔第２版追補版〕 ⽇本評論社 2014年3⽉
⺠事訴訟の提起・当事者 (実務⺠事訴訟講座〔第3期〕第2巻) ⽇本評論社 2014年2⽉
上訴/再審、少額訴訟と国際⺠事裁判 (実務⺠事訴訟講座[第3期])第6巻) ⽇本評論社 2013年12⽉
論点体系 判例⺠法1〜９ 第⼀法規株式会社 2013年12⽉
司法書⼠の専⾨家責任 弘⽂堂 2013年11⽉
契約の無効・取消〔改訂版〕判例Check 新⽇本法規出版 2013年7⽉
⺠事訴訟の審理・裁判 (実務⺠事訴訟講座[第3期] 第3巻) ⽇本評論社 2013年5⽉
証明責任・要件事実論 (実務⺠事訴訟講座〔第3期〕第5巻) ⽇本評論社 2012年12⽉
⺠事証拠法 (実務⺠事訴訟講座〔第3期〕第4巻) ⽇本評論社 2012年9⽉
コンメンタール⺠事訴訟法5 ⽇本評論社 2012年8⽉
裁判例コンメンタール⺠事保全法 ⽴花書房 2012年7⽉
契約締結上の過失〔改訂版〕判例Check 新⽇本法規出版 2012年5⽉
基本法コンメンタール⺠事訴訟法２ 第三版追補版 ⽇本評論社 2012年2⽉
基本法コンメンタール⺠事訴訟法１ 第三版追補版 ⽇本評論社 2012年2⽉
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基本法コンメンタール⺠事訴訟法３ 第三版追補版 ⽇本評論社 2012年2⽉
⺠事訴訟実務の基礎 弘⽂堂 2011年9⽉
簡裁⺠事事件の考え⽅と実務 ⺠事法研究会 2011年7⽉
紛争類型別要件事実の基本 2 (簡裁⺠事実務NAVI 第 3巻) 第⼀法規株式会社 2011年4⽉
紛争類型別要件事実の基本 1 (簡裁⺠事実務NAVI 第 2巻) 第⼀法規株式会社 2011年3⽉
簡裁訴訟代理と⼿続の基本 (簡裁⺠事実務NAVI 第 1巻) 第⼀法規株式会社 2011年3⽉
条解⺠事訴訟法 弘⽂堂 2011年3⽉
コンメンタール⺠事訴訟法４ ⽇本評論社 2010年12⽉
⺠事事実認定と⽴証活動 第II巻 判例タイムズ社 2009年10⽉
⺠事事実認定と⽴証活動 第I巻 判例タイムズ社 2009年10⽉
現代⺠法学と実務 気鋭の学者たちの研究のフロンティアを歩く 上・中・下 判例タイムズ社 2008年9⽉
賢い消費者になるための法 弘⽂堂 2007年12⽉
⺠事訴訟法の論争 有斐閣 2007年7⽉
〈判例から学ぶ〉⺠事事実認定 有斐閣 2006年12⽉
コモン・ベーシック 弁護⼠倫理 有斐閣 2006年10⽉
コンメンタール⺠事訴訟法２ 第２版 ⽇本評論社 2006年4⽉
コンメンタール⺠事訴訟法１ 第２版 ⽇本評論社 2006年3⽉
⼿続裁量とその規律―理論と実務の架橋をめざして 有斐閣 2005年5⽉
ゼミナール裁判官論 第⼀法規株式会社 2004年10⽉
リーガル・ネゴシエーション 弘⽂堂 2004年7⽉
⺠事司法展望 判例タイムズ社 2002年10⽉
リーガル・コミュニケーション 弘⽂堂 2002年9⽉
弁護⼠役割論［新版］ 弘⽂堂 2000年11⽉
⺠事訴訟審理 判例タイムズ社 2000年6⽉
⺠事事実認定 判例タイムズ社 1999年5⽉
⺠事模擬裁判の勧め 有斐閣 1998年12⽉
⼿続裁量論 弘⽂堂 1996年6⽉

2021年11⽉9⽇ 瑞宝重光章を受章

弁護⼠登録（2015年）

第⼀東京弁護⼠会

⽇本語  英語

主な受賞歴主な受賞歴

資格・登録資格・登録

所属所属

使⽤⾔語使⽤⾔語
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