
【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

 1 一連の関係において死刑制度は 一連の関係において，死刑制度は

 2 窮い知られる 窺い知られる

 3 検事はその論旨 檢事はその論告

 4 第四百四十六条により，主文の 第四百四十六條により主文の

 5 しかし，憲法は，その しかし憲法は，その

 5
云えば，そうも云えるであろう
（仮りに

云えばそうも云えるであろう（假り
に

 6 云うことである（我々の 云うことである，（我々の

 6 奪はれ得ないとになるから 奪はれ得ないことになるから

          ウェブサイト

１　最高裁昭和２３年３月１２日大法廷判決・刑集２巻３号１９１頁

実際の判決書

※該当頁を加筆しました。



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

9
弁護人の選任を告知をしなかつた
こと

弁護人選任の告知をしなかつたこ
と

          ウェブサイト 実際の判決書

２　最高裁昭和３０年４月６日大法廷判決・刑集９巻４号６６３頁

※該当頁を加筆しました。



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

3 個々の人聞 個々の人間

4 法解釈の問題である， 法解釈の問題である。

5 同材である 同様である

6 演じなければならめ 演じなければならぬ

11 （弁護入正木 （弁護人正木

11 すべで理由のない すべて理由のない

16 言つて言るが， 言つているが，

16 財売シ……タル者 販売シ……タル者

19 「第一審ては 「第一審では

25 前記ような 前記のような

25 職権（刑訴四一一条）て 職権（刑訴四一一条）で

26 いをまうたない。 いうをまたない。

26 釀成（注：旧字体） 醸成

28 末必的認識を有していた 未必的認識を有していた

29 真野殴 真野毅

          ウェブサイト 実際の判決書

※該当頁を加筆しました。

３　最高裁昭和３２年３月１３日大法廷判決・刑集１１巻３号９９７頁
 



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

15 フンス フランス

33 維持しない 維持し得ない

41 関係を持も 関係を持ち

46 插入 挿入

46 同条規定 同条に規定

46 解すべきでる 解すべきである

50 規定しているところがら， 規定しているところから，

51 立法攻策 立法政策

51 斎藤悠輔 齋藤悠輔

          ウェブサイト 実際の判決書

※該当頁を加筆しました。

４　最高裁昭和３４年１２月１６日大法廷判決・刑集１３巻１３号３２２５頁
 



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

9 法務大巨 法務大臣

10 なかうか。 なかろうか。

 

          ウェブサイト 実際の判決書

※該当頁を加筆しました。

５　最高裁昭和３６年７月１９日大法廷判決・刑集１５巻７号１１０６頁



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

1　他 没收 没収

2　他 收益 収益

4　他 審間 審問

5 防禦をなすこと得せしめる 防禦をなすことを得せしめる

8 被告　としても 被告人としても

8 具体的必然的関係 具体的，必然的関係

10 その物国庫 その物は国庫

17 巳むを得ない 已むを得ない

20 執を実行 執行を実行

21 検祭官 検察官

22 奧野健一 奥野健一

          ウェブサイト 実際の判決書

※該当頁を加筆しました。

６　最高裁昭和３７年１１月２８日大法廷判決・刑集１６巻１１号１５９３頁



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

1 大学の目治 大学の自治

2 自冶的管理 自治的管理

5 警備情報の收集 警備情報の収集

5 措置に出て 措置に出で

8 尊重しなけれはならない 尊重しなければならない

8 反殖民地闘争デー 反植民地闘争デー

9 政冶的，社会的活動 政治的，社会的活動

9 学問の自田を放棄するなら 学問の自由を放棄するなら

13 急迫してむり 急迫しており

17 実休 実体

17 検祭官 検察官

          ウェブサイト 実際の判決書

※該当頁を加筆しました。

７　最高裁昭和３８年５月２２日大法廷判決・刑集１７巻４号３７０頁



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

12 重視されたといわゆる 重視されたいわゆる

27 勘酌 斟酌

34 違憲と　ずる 違憲と断ずる

※該当頁を加筆しました。

          ウェブサイト

８　最高裁昭和４８年４月４日大法廷判決・刑集２７巻３号２６５頁

実際の判決書



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

12 生じうろ 生じうる

12 果たしうろ 果たしうる

※該当頁を加筆しました。

          ウェブサイト

９　最高裁昭和５０年４月３０日大法廷判決・民集２９巻４号５７２頁

実際の判決書



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

26 民謙法 民訴法

34 を探つて を採つて

          ウェブサイト

１０　最高裁昭和５１年４月１４日大法廷判決・民集３０巻３号２２３頁

実際の判決書

※該当頁を加筆しました。



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

16 論理的には，教育行機関 論理的には，教育行政機関

24 教育に対す強い影響力 教育に対する強い影響力

27 非常識じゃないか 非常識じやないか

28 認めらる。 認められる。

28 公務執妨害 公務執行妨害

          ウェブサイト 実際の判決書

※該当頁を加筆しました。

１１　最高裁昭和５１年５月２１日大法廷判決・刑集３０巻５号６１５頁



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

10 トラック トラツク

12 民事訴訟法上の 民事訴訟上の

14 虜なし 虞なし

15 その以外の それ以外の

26 常に探る 常に採る

※該当頁を加筆しました。

          ウェブサイト 実際の判決書

１３　最高裁昭和６２年４月２２日大法廷判決・民集４１巻３号４０８頁



【速報版：令和３年１０月２１日現在】

(頁)

1 西山司郎 西山司朗

1 東京事務所長の職あった 東京事務所長の職にあった

3 保障するものではなく国家と 保障するものではなく，国家と

4 限界があるしとを免れず 限界があることを免れず

6 持たざる得ない 持たざるを得ない

8 本件玉串料等Ｄ神社 本件玉串料等をＤ神社

10 第二審判決 第一審判決

13 宗教的的意義 宗教的意義

14 覚えるかもしれないが神道と 覚えるかもしれないが，神道と

17 本件におりる公金 本件における公金

19 その点はきておき その点はさておき

24 二〇条三項にいき宗教的活動 二〇条三項にいう宗教的活動

26 右大法延判決は， 右大法廷判決は，

30 出損行為 出捐行為

35 宗教的意義の有無 宗教的意識の有無

41 意識しているしと 意識していること

41 金員供与が 金員の供与

46 平和を折求し 平和を祈求し

48 合祀されているしと 合祀されていること

54 平安堅固工事の無事 平安堅固，工事の無事

54 到底いうこということができず， 到底いうことができず，

55 百五単位 百万単位

64 明治政府によつて 明治政府によって

          ウェブサイト 実際の判決書

※該当頁を加筆しました。

１４　最高裁平成９年４月２日大法廷判決・民集５１巻４号１６７３頁


