
問題一覧（憲法） 

 

問 題 一 覧 （ 憲 法 ）  

昭和 59 年度第１問 [12] 学問の自由，私人間効力 
昭和 62 年度第１問 [25] 教育を受ける権利 
 
平成元年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成元年度第２問 [44] 条約の違憲審査，違憲判決の効力 
平成２年度第１問 [８] 平等権 
平成２年度第２問 [38] 予算 
平成３年度第１問 [16] 内容規制，内容中立規制 
平成３年度第２問 [33] 国政調査権 
平成４年度第１問 [11] 政教分離原則 
平成４年度第２問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成５年度第１問 [24] 立候補の自由，平等権，職業の自由，地方自治 
平成５年度第２問 [37] 裁判の公開 
 
平成６年度第１問 [21] 財産権 
平成６年度第２問 [30] 免責特権 
平成７年度第１問 [15] 放送の自由 
平成７年度第２問 [39] 公金支出の禁止 
平成８年度第１問 [18] 集会の自由 
平成８年度第２問 [29] 議員資格喪失制度の合憲性 
平成９年度第１問 [２] 外国人の人権 
平成９年度第２問 [34] 司法権と客観訴訟 
平成 10 年度第１問 [10] 信教の自由，学問の自由 
平成 10 年度第２問 [27] 議員の法案提出権 
 
平成 11 年度第１問 [６] 在監者の人権 
平成 11 年度第２問 [41] 法律と条例の関係，地方公共団体の司法権 
平成 12 年度第１問 [22] 職業の自由，教育の自由 
平成 12 年度第２問 [32] 規則制定権 
平成 13 年度第１問 [５] 団体と構成員の自由 
平成 13 年度第２問 [42] 下級裁判所の違憲審査権 
平成 14 年度第１問 [13] 閲読の自由 
平成 14 年度第２問 [35] 司法権の範囲及び限界 
平成 15 年度第１問 [９] 平等権 
平成 15 年度第２問 [26] 党内民主主義 
 
平成 16 年度第１問 [７] プライバシー権 
平成 16 年度第２問 [23] 被選挙権の年齢制限 
平成 17 年度第１問 [19] 職業の自由，飲酒の自由 
平成 17 年度第２問 [28] 内閣及び最高裁判所の法案提出権 
平成 18 年度第１問 [17] 営利的表現の自由，国家賠償請求，損失補償請求 
平成 18 年度第２問 [１] 拘束型投票制度 
平成 19 年度第１問 [３] 外国人の人権 
平成 19 年度第２問 [43] 条約の締結権及び承認権，条約の違憲審査，抽象的審査制 
平成 20 年度第１問 [４] 団体と構成員の自由 
平成 20 年度第２問 [40] 公金支出の禁止，独立行政委員会 
 
平成 21 年度第１問 [14] 報道の自由，取材の自由 
平成 21 年度第２問 [31] 免責特権 
平成 22 年度第１問 [20] 職業の自由 
平成 22 年度第２問 [36] 司法権の範囲及び限界 



問題一覧（民法） 

 

問 題 一 覧 （ 民 法 ）  

昭和 51 年度第１問 [30] 賃貸借契約 
昭和 57 年度第２問 [15] 抵当権，譲渡担保 
昭和 59 年度第２問 [36] 売買契約，請負契約，不法行為 
昭和 61 年度第１問 [17] 特定，種類物債権，危険負担 
昭和 63 年第１問 [12] 抵当権 
 
平成元年度第１問 [９] 動産物権変動，占有権，盗品回復請求権，債務不履行 
平成元年度第２問 [24] 保証契約，法定相続 
平成２年度第１問 [３] 無権代理，表見代理 
平成２年度第２問 [11] 質権 
平成３年度第１問 [５] 表見代理，不当利得 
平成３年度第２問 [23] 分割債務，不可分債務，連帯債務，共有 
平成４年度第１問 [14] 譲渡担保，時効 
平成４年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成５年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成５年度第２問 [27] 売買契約 
 
平成６年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成６年度第２問 [25] 通謀虚偽表示，危険負担 
平成７年度第１問 [７] 物権的請求権，費用負担，不法行為，事務管理 
平成７年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成８年度第１問 [８] 不動産物権変動，不法行為，抵当権 
平成８年度第２問 [35] 請負契約，債務不履行責任 
平成９年度第１問 [13] 抵当権，付合，従物 
平成９年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成 10 年度第１問 [29] 賃貸借契約 
平成 10 年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
 
平成 11 年度第１問 [18] 受領遅滞，債務不履行責任 
平成 11 年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成 12 年度第１問 [26] 解除，危険負担 
平成 12 年度第２問 [19] 離婚，詐害行為取消権 
平成 13 年度第１問 [32] 賃貸借契約，留置権 
平成 13 年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成 14 年度第１問 [38] 親権，不当利得 
平成 14 年度第２問 [22] 弁済 
平成 15 年度第１問 [39] 不法行為 
平成 15 年度第２問 [28] 売買契約，不動産物権変動，混同 
 
平成 16 年度第１問 [33] 請負契約 
平成 16 年度第２問 [６] 時効，債権者代位権 
平成 17 年度第１問 [34] 請負契約，不当利得 
平成 17 年度第２問 [10] 動産物権変動，抵当権 
平成 18 年度第１問 [１] 詐欺，動産物権変動，即時取得 
平成 18 年度第２問 [２] 94 条２項類推適用，賃貸借契約 
平成 19 年度第１問 [20] 詐害行為取消権，債権者代位権，通謀虚偽表示，不動産物権変動 
平成 19 年度第２問 [31] 賃貸借契約 
平成 20 年度第１問 [21] 動産物権変動，賃貸借契約，将来債権譲渡，解除 
平成 20 年度第２問 [37] 不当利得 
 
 



問題一覧（民法） 

 

平成 21 年度第１問 [４] 表見代理，親権 
平成 21 年度第２問 [41] 法定相続，遺産分割 
平成 22 年度第１問 [40] 意思能力，不当利得，後見 
平成 22 年度第２問 [16] 譲渡担保，付合，盗品回復請求権 
 



問題一覧（刑法） 

 

問 題 一 覧 （ 刑 法 ）  

昭和 52 年度第１問 [10] 実行の着手，不真正不作為犯，中止犯 
昭和 53 年度第２問 [25] 強盗罪，承継的共犯 
昭和 56 年度第２問 [39] 虚偽公文書作成罪，公文書偽造罪，詐欺罪，賄賂罪，共犯と錯誤 
昭和 57 年度第１問 [７] 被害者の同意 
昭和 58 年度第１問 [６] 緊急避難 
昭和 59 年度第２問 [33] 私文書偽造罪，横領罪，不法契約と財産罪，詐欺罪 
昭和 60 年度第２問 [40] 虚偽公文書作成罪，恐喝罪 
昭和 62 年度第２問 [21] 詐欺罪，強盗罪 
昭和 63 年度第２問 [23] 窃盗罪 
 
平成元年度第１問 （一行問題のため未登載） 
平成元年度第２問 [24] 窃盗罪，不法契約と財産罪 
平成２年度第１問 （一行問題のため未登載） 
平成２年度第２問 [22] 監禁罪，強姦罪，強盗罪 
平成３年度第１問 （一行問題のため未登載） 
平成３年度第２問 [46] 不法契約と財産罪，賄賂罪 
平成４年度第１問 （一行問題のため未登載） 
平成４年度第２問 [34] 横領罪，盗品等関与罪，詐欺罪 
平成５年度第１問 （一行問題のため未登載） 
平成５年度第２問 [29] 窃盗罪，詐欺罪 
 
平成６年度第１問 [８] 誤想過剰防衛 
平成６年度第２問 [26] 詐欺罪，強盗罪 
平成７年度第１問 [13] 共犯関係からの離脱，共犯の因果性，予備の共同正犯 
平成７年度第２問 [41] 私文書偽造罪，詐欺罪 
平成８年度第１問 [１] 不真正不作為犯，因果関係，中止犯 
平成８年度第２問 [47] 不法契約と財産罪，横領罪，背任罪，賄賂罪 
平成９年度第１問 [５] 量的過剰，誤想過剰防衛，共謀の射程 
平成９年度第２問 [45] 犯人隠避罪，証拠隠滅罪 
平成 10 年度第１問 [14] 因果関係，実行の着手，間接正犯 
平成 10 年度第２問 [37] 不法契約と財産罪 
 
平成 11 年度第１問 [16] 因果関係，共謀の射程，承継的共犯 
平成 11 年度第２問 [36] 恐喝罪，詐欺罪，窃盗罪 
平成 12 年度第１問 [20] 共犯と錯誤，中止犯 
平成 12 年度第２問 [42] 私文書偽造罪，詐欺罪 
平成 13 年度第１問 [９] 原因において自由な行為，不作為犯の共犯 
平成 13 年度第２問 [27] 窃盗罪，横領罪，背任罪，強盗罪 
平成 14 年度第１問 [19] 防衛行為と第三者，共同正犯と正当防衛 
平成 14 年度第２問 [35] 横領罪，盗品等関与罪，詐欺罪 
平成 15 年度第１問 [11] ウエーバーの概括的故意，共犯と錯誤 
平成 15 年度第２問 [43] 私文書偽造罪，詐欺罪 
 
平成 16 年度第１問 [３] 不真正不作為犯，中止犯 
平成 16 年度第２問 [32] 横領罪，詐欺罪 
平成 17 年度第１問 [18] 未遂の教唆，事後強盗と共犯，承継的共犯 
平成 17 年度第２問 [48] 不法契約と財産罪，賄賂罪 
平成 18 年度第１問 [15] 間接正犯，共同正犯 
平成 18 年度第２問 [30] 詐欺罪，業務上横領罪，背任罪 
平成 19 年度第１問 [12] 早すぎた構成要件の実現，共犯関係からの離脱 
平成 19 年度第２問 [31] 業務妨害罪，窃盗罪，盗品等関与罪 



問題一覧（刑法） 

 

平成 20 年度第１問 [４] 因果関係，共犯と錯誤 
平成 20 年度第２問 [28] 窃盗罪，詐欺罪，横領罪 
 
平成 21 年度第１問 [17] 共謀の射程，承継的共犯，共同正犯と過剰防衛 
平成 21 年度第２問 [44] 私文書偽造罪，詐欺罪 
平成 22 年度第１問 [２] 不真正不作為犯，共犯の因果性 
平成 22 年度第２問 [38] 詐欺罪，窃盗罪，背任罪 



問題一覧（商法） 

 

問 題 一 覧 （ 商 法 ）  

昭和 55 年度第１問 [13] 株主総会・取締役会間の権限移譲 
昭和 56 年度第１問 [16] 競業取引 
昭和 57 年度第１問 [６] 見せ金 
昭和 61 年度第１問 [11] 株主総会決議の瑕疵 
昭和 63 年度第１問 [17] 代表取締役の専断行為，代表権の濫用 
 
平成元年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成元年度第２問 [27] 人的抗弁の切断 
平成２年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成２年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成３年度第１問 [９] 株式譲渡 
平成３年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成４年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成４年度第２問 [25] 他人の手形行為 
平成５年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成５年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
 
平成６年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成６年度第２問 [１] 名板貸 
平成７年度第１問 [７] 設立中の会社 
平成７年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成８年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成８年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成９年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成９年度第２問 [31] 商事売買，手形保証 
平成 10 年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成 10 年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
 
平成 11 年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成 11 年度第２問 [28] 人的抗弁の切断，戻裏書 
平成 12 年度第１問 [８] 株主平等原則 
平成 12 年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成 13 年度第１問 [15] 親子会社 
平成 13 年度第２問 [４] 場屋取引 
平成 14 年度第１問 [23] 合併 
平成 14 年度第２問 [26] 他人の手形行為，手形理論 
平成 15 年度第１問 [14] 取締役会 
平成 15 年度第２問 （法改正により問題として成立しなくなったため，未搭載） 
 
平成 16 年度第１問 [20] 募集株式の発行 
平成 16 年度第２問 [30] 表見代表取締役，不実登記，他人の手形行為 
平成 17 年度第１問 [12] 株主総会 
平成 17 年度第２問 [32] 表見支配人，代理権の濫用，遡求 
平成 18 年度第１問 [19] 役員等の責任 
平成 18 年度第２問 [24] 白地手形，意思表示規定の適用の可否 
平成 19 年度第１問 [18] 利益相反取引 
平成 19 年度第２問 [５] 名板貸，表見代表取締役，取締役の責任 
平成 20 年度第１問 [２] 事業譲渡 
平成 20 年度第２問 [21] 募集株式の発行 
 
 



問題一覧（商法） 

 

平成 21 年度第１問 [22] 事業譲渡，会社分割，募集株式の発行 
平成 21 年度第２問 [３] 商事売買，人的抗弁の切断 
平成 22 年度第１問 [10] 株式譲渡 
平成 22 年度第２問 [29] 白地手形，利益相反取引，消滅時効 



問題一覧（民事訴訟法） 

 

問 題 一 覧 （ 民 事 訴 訟 法 ）  

昭和 50 年度第２問 [39] 上訴の利益 
昭和 54 年度第２問 [15] 訴訟上の信義則 
昭和 56 年度第２問 [４] 一部請求 
昭和 58 年度第２問 [17] 訴えの変更，証明責任，将来給付の訴え 
昭和 61 年度第２問 [19] 自白，訴えの変更 
 
平成元年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成元年度第２問 [28] 反射効，争点効 
平成２年度第１問 [20] 証拠調べ手続 
平成２年度第２問 [33] 訴えの変更 
平成３年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成３年度第２問 [38] 訴訟承継 
平成４年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成４年度第２問 [31] 訴訟要件，既判力，独立当事者参加 
平成５年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成５年度第２問 [９] 相殺の抗弁と既判力，二重起訴の禁止 
 
平成６年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成６年度第２問 [７] 当事者適格 
平成７年度第１問 [３] 処分権主義 
平成７年度第２問 [２] 法人の代表者と表見代理 
平成８年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成８年度第２問 [６] 遺産確認の訴え 
平成９年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成９年度第２問 [５] 一部請求 
平成 10 年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成 10 年度第２問 [25] 形成権と遮断効 
 
平成 11 年度第１問 （単一論点問題のため，未登載） 
平成 11 年度第２問 [22] 一部請求，過失相殺の抗弁 
平成 12 年度第１問 [11] 口頭主義 
平成 12 年度第２問 [26] 限定承認と既判力 
平成 13 年度第１問 [24] 弁論主義と自由心証主義 
平成 13 年度第２問 [37] 補助参加，独立当事者参加 
平成 14 年度第１問 [12] 公開主義 
平成 14 年度第２問 [１] 氏名冒用訴訟 
平成 15 年度第１問 [14] 訴訟運営 
平成 15 年度第２問 [32] 二重起訴の禁止，反訴，一部認容判決，既判力の客観的範囲 
 
平成 16 年度第１問 [16] 弁論主義と証明責任 
平成 16 年度第２問 [27] 既判力の客観的範囲 
平成 17 年度第１問 [40] 控訴審の構造 
平成 17 年度第２問 [29] 既判力総合 
平成 18 年度第１問 [８] 訴状の必要的記載事項，訴状審査 
平成 18 年度第２問 [18] 自白，訴訟上の信義則 
平成 19 年度第１問 [21] 民事訴訟における専門家の関与 
平成 19 年度第２問 [30] 訴訟要件，既判力 
平成 20 年度第１問 [13] 弁論準備手続 
平成 20 年度第２問 [36] 補助参加 
 
 



問題一覧（民事訴訟法） 

 

平成 21 年度第１問 [23] 一部請求，過失相殺の抗弁 
平成 21 年度第２問 [35] 同時審判申出訴訟 
平成 22 年度第１問 [10] 訴えの利益，二重起訴の禁止，訴えの取下げ 
平成 22 年度第２問 [34] 上訴の利益，客観的予備的併合と上訴 
 



問題一覧（刑事訴訟法） 

 

問 題 一 覧 （ 刑 事 訴 訟 法 ）  

昭和 58 年度第２問 [37] 補強法則 
昭和 61 年度第２問 [39] 共同被告人の供述 
昭和 62 年度第１問 [３] 現行犯逮捕 
 
平成元年度第１問 [１] 捜索差押え，所持品検査 
平成元年度第２問 [27] 伝聞非伝聞の区別，メモの伝聞性 
平成２年度第１問 [５] 一罪一逮捕一勾留の原則 
平成２年度第２問 [26] 挙証責任 
平成３年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成３年度第２問 [24] 訴因変更の可否 
平成４年度第１問 [17] 写真撮影 
平成４年度第２問 [34] 自白法則 
平成５年度第１問 [２] おとり捜査，違法収集証拠排除法則 
平成５年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
 
平成６年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成６年度第２問 [30] 現場指示と現場供述，供述写真 
平成７年度第１問 [15] 強制採尿 
平成７年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成８年度第１問 （一行問題のため，未登載） 
平成８年度第２問 [６] 事件単位の原則 
平成９年度第１問 [11] 逮捕に伴う捜索差押え（移動後の捜索差押えの可否） 
平成９年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
平成 10 年度第１問 [21] 起訴状一本主義と訴因の特定 
平成 10 年度第２問 [38] 違法収集証拠排除法則 
 
平成 11 年度第１問 [４] 違法逮捕に基づく勾留請求，再逮捕 
平成 11 年度第２問 [40] 訴因変更の要否，択一的認定 
平成 12 年度第１問 [７] 必要な処分，令状の効力が及ぶ範囲 
平成 12 年度第２問 [25] 訴因変更の要否，訴因変更の可否，訴因変更命令 
平成 13 年度第１問 [９] 包括的差押え 
平成 13 年度第２問 [29] 検面調書の証拠能力 
平成 14 年度第１問 [16] 嚥下物の差押え 
平成 14 年度第２問 [22] 訴因の特定，訴因変更の可否 
平成 15 年度第１問 [18] 写真撮影 
平成 15 年度第２問 （一行問題のため，未登載） 
 
平成 16 年度第１問 [12] 逮捕に伴う捜索差押え（事前捜索の可否），緊急捜索差押え 
平成 16 年度第２問 [36] 自白法則，任意性のない第三者の自白の証拠能力 
平成 17 年度第１問 [20] おとり捜査，逮捕に伴う捜索差押え（物的限界），必要な処分 
平成 17 年度第２問 [33] 伝聞非伝聞の区別，写しの証拠能力，違法収集証拠排除法則 
平成 18 年度第１問 [８] 令状の効力が及ぶ範囲 
平成 18 年度第２問 [31] 現場指示と現場供述 
平成 19 年度第１問 [14] 現行犯逮捕，逮捕に伴う捜索差押え（物的限界） 
平成 19 年度第２問 [23] 訴因変更の要否，択一的認定 
平成 20 年度第１問 [10] 必要な処分，令状の事後呈示，令状の効力が及ぶ範囲 
平成 20 年度第２問 [32] 証明力を争う証拠 
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平成 21 年度第１問 [19] ビデオ撮影 
平成 21 年度第２問 [35] 自白法則 
平成 22 年度第１問 [13] 逮捕に伴う捜索差押え（第三者の場所又は物の捜索の可否） 
平成 22 年度第２問 [28] 伝聞非伝聞の区別 
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