
（別表）

２項特別保存事件一覧（令和４年）

No 庁 事件番号
1 本庁 平成１６年（ワ）第２４３３２号 解雇無効確認等請求事件
2 本庁 平成１９年（行ウ）第５５２号 君が代不起立訴訟
3 本庁 平成１９年（ワ）第３５３２４号 特許権侵害差止請求事件
4 本庁 平成２１年（ワ）第２１５３２号 損害賠償請求事件
5 本庁 平成２１年（ワ）第３３１５５号 損害賠償
6 本庁 平成２１年（ワ）第３４６３９号 準大手ゼネコン違法献金損害賠償訴訟
7 本庁 平成２１年（ワ）第３８８６７号 警察官暴行違法逮捕訴訟
8 本庁 平成２２年（行ウ）第９４号 都立高校教員ら君が代不起立訴訟
9 本庁 平成２２年（ワ）第１５９６９号 旧武富士による対メリルリンチ損害賠償請求事件
10 本庁 平成２２年（ワ）第２６１９２号 ライブドア粉飾決算損害賠償訴訟
11 本庁 平成２２年（ワ）第４０２０３号 円天詐欺損害賠償訴訟
12 本庁 平成２２年（ワ）第４２９２２号 会員権販売損害賠償請求事件
13 本庁 平成２３年（行ウ）第２２８号 法人税更正処分取消請求事件
14 本庁 平成２３年（行ウ）第４０７号 IBMグループ課税処分取消訴訟
15 本庁 平成２３年（行ウ）第６９８号 法人税更正処分等取消請求事件
16 本庁 平成２３年（ワ）第１０９５９号 証拠品紛失損害賠償訴訟
17 本庁 平成２３年（ワ）第１５７５０号 国際テロ捜査情報流出国家賠償訴訟
18 本庁 平成２３年（ワ）第２１７５８号 大手消費者金融会社損害賠償訴訟
19 本庁 平成２３年（ワ）第２３８０８号 首都高事故訴訟
20 本庁 平成２３年（ワ）第２４８２６号 不当利得返還請求本訴，貸金請求反訴事件
21 本庁 平成２３年（ワ）第２５８７４号 強制送還死亡国家賠償請求事件
22 本庁 平成２３年（ワ）第２８７６２号 保証債務請求事件
23 本庁 平成２３年（ワ）第３１５１２号 請負代金請求事件
24 本庁 平成２３年（ワ）第３５４５２号 リーマン・ブラザーズ証券清算金請求事件
25 本庁 平成２３年（ワ）第３８７９３号 保証債務履行請求事件
26 本庁 平成２３年（ワ）第４０９８１号 国立マンション訴訟
27 本庁 平成２３年（ワ）第４１９７３号 価額償還請求上告，同附帯上告事件
28 本庁 平成２４年（行ウ）第７４５号 処分取消等請求事件
29 本庁 平成２４年（ワ）第２７２５号 浦安液状化損害賠償訴訟
30 本庁 平成２４年（ワ）第６６１８号 損害賠償請求事件
31 本庁 平成２４年（ワ）第１０５４４号 復刊本販売差止訴訟
32 本庁 平成２４年（ワ）第１４７２１号 JBC解雇無効確認訴訟
33 本庁 平成２４年（ワ）第１６０９７号 機密資料流出名誉毀損損害賠償訴訟
34 本庁 平成２４年（ワ）第２００３２号 違法逮捕損害賠償訴訟
35 本庁 平成２４年（ワ）第２０４３４号 ゴルフ場偽株券販売損害賠償訴訟
36 本庁 平成２４年（ワ）第２３６４９号 プロ野球球団内部資料返還訴訟
37 本庁 平成２４年（ワ）第２４６１０号 損害賠償請求事件
38 本庁 平成２４年（ワ）第２８９０３号 弁護士接見打切り国家賠償訴訟
39 本庁 平成２４年（ワ）第３１７４１号 債務不存在確認等請求本訴，不当利得返還請求反訴事件
40 本庁 平成２４年（ワ）第３２９６９号 宗教団体信者無断献金損害賠償訴訟
41 本庁 平成２４年（ワ）第３３５２５号 自炊代行第一事件
42 本庁 平成２４年（ワ）第３３７５２号 体組成計意匠権侵害訴訟
43 本庁 平成２４年（ワ）第３３９８１号 未掲載原稿データ外部流出損害賠償訴訟
44 本庁 平成２４年（ワ）第３４７３５号 プロ野球球団新人契約金新聞報道損害賠償等訴訟
45 本庁 平成２４年（ワ）第３５２２１号 プロ野球球団名誉毀損損害賠償等訴訟
46 本庁 平成２４年（ワ）第３６３２８号 元慰安婦写真展中止訴訟
47 本庁 平成２４年（行ウ）第５４号 英会話講師社会保険加入資格確認訴訟
48 本庁 平成２５年（行ウ）第３８４号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
49 本庁 平成２５年（行ウ）第５０４号 君が代伴奏拒否懲戒処分取り消し等訴訟
50 本庁 平成２５年（行ウ）第７０５号 不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件
51 本庁 平成２５年（行ウ）第７１２号 供託金払渡認可義務付等請求事件
52 本庁 平成２５年（ワ）第１３９７号 ゴルフ場風評被害損害賠償訴訟
53 本庁 平成２５年（ワ）第２３４４号 元副農相名誉毀損訴訟
54 本庁 平成２５年（ワ）第６７０２号 都内幼稚園週刊誌名誉毀損訴訟
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55 本庁 平成２５年（ワ）第８０００号 土地明渡請求事件
56 本庁 平成２５年（ワ）第１５１３６号 原発避難者賠償訴訟
57 本庁 平成２５年（ワ）第１５１３７号 原発避難者賠償訴訟
58 本庁 平成２５年（ワ）第１５６１５号 原発避難者賠償訴訟
59 本庁 平成２５年（ワ）第１８７６０号 原発避難者賠償訴訟
60 本庁 平成２５年（ワ）第２０２７０号 損害賠償
61 本庁 平成２５年（ワ）第２０４３７号 実名報道名誉毀損損害賠償等訴訟
62 本庁 平成２５年（ワ）第２５１３１号 課徴金報道名誉毀損損害賠償訴訟
63 本庁 平成２５年（ワ）第２７５４８号 元法相名誉毀損損害賠償訴訟
64 本庁 平成２５年（ワ）第２８３９４号 社債償還訴訟
65 本庁 平成２５年（ワ）第３１２４６号 銀行員投資勧誘損害賠償訴訟
66 本庁 平成２５年（ワ）第３２５７７号 損害賠償
67 本庁 平成２５年（ワ）第３３５４３号 元女優参院選不出馬名誉毀損訴訟
68 本庁 平成２５年（ワ）第３４２５９号 損害賠償
69 本庁 平成２５年（行ウ）第６７７号 政務活動費返還請求訴訟
70 本庁 平成２５年（行ウ）第７８２号 安愚楽牧場問題訴訟
71 本庁 平成２６年（行ウ）第１４３号 特定秘密保護法無効確認等訴訟
72 本庁 平成２６年（行ウ）第５９５号 都立高校教諭女子生徒不適切メール送信懲戒処分訴訟
73 本庁 平成２６年（ワ）第８１８号 損害賠償請求事件
74 本庁 平成２６年（ワ）第２９０３号 損害賠償
75 本庁 平成２６年（ワ）第５１３２号 損害賠償
76 本庁 平成２６年（ワ）第６９５６号 育児時短勤務昇給抑制賃金差額支払い訴訟
77 本庁 平成２６年（ワ）第７２１３号 芸能人合成写真パブリシティ権侵害損害賠償訴訟
78 本庁 平成２６年（ワ）第１０９４３号 損害賠償
79 本庁 平成２６年（ワ）第１５７３４号 損害賠償
80 本庁 平成２６年（ワ）第１８７１７号 週刊新潮記事訴訟
81 本庁 平成２６年（ワ）第２０４２２号 パソコン部品特許権侵害差止等訴訟
82 本庁 平成２６年（ワ）第２１９５０号 損害賠償
83 本庁 平成２６年（ワ）第２３２８０号 損害賠償請求事件
84 本庁 平成２６年（ワ）第２４２３０号 性感染症虚偽診断損害賠償訴訟
85 本庁 平成２６年（ワ）第２７０２７号 電車内痴漢解雇無効訴訟
86 本庁 平成２７年（行ウ）第４１７号 参院選一票の格差訴訟
87 本庁 平成２７年（行ウ）第５５１号 安全保障関連法案差止め請求事件
88 本庁 平成２７年（ワ）第１０２５号 ノンアルコールビール特許権侵害差止訴訟
89 本庁 平成２７年（ワ）第３８１６号 損害賠償
90 本庁 平成２７年（ワ）第４７６８号 名誉毀損記事損害賠償訴訟
91 本庁 平成２７年（ワ）第９６８８号 原発事故工場地代損害賠償訴訟
92 本庁 平成２７年（ワ）第１１１６７号 グッズ販売妨害損害賠償訴訟
93 本庁 平成２７年（ワ）第１４８１０号 週刊誌隠し撮り損害賠償訴訟
94 本庁 平成２７年（ワ）第２５０２７号 出資金返還訴訟
95 本庁 平成２７年（行ウ）第４１４号 納骨堂課税処分取消訴訟
96 本庁 平成２８年（ワ）第５８８５号 損害賠償
97 立川支部 平成１５年（ワ）第８９１号 エコセメント化施設操業差止め訴訟

注
・原則として，併合事件・関連事件の場合には，代表する事件番号を記載しています。
・事件名については，雑誌等で使用されたものを，当庁で把握できる範囲の事件は通称名を記載しています。


