
2021年度（487号～498号） 

演習論点一覧 

 

 

憲法（佐々木くみ先生） 

 

4月号（487号） 

憲法31条 

刑事手続法定主義 

適正な刑事手続 

適正手続の保障と行政手続 

 

5月号（488号） 

犯罪捜査とプライバシー 

私生活秘匿権 

情報プライバシー権 

 

6月号（489号） 

政治的言論と厳格審査の基準 

処分審査 

敵意ある聴衆の法理 

 

7月号（490号） 

憲法上の労働組合と労組法上の労働組合 

組合審査の合憲性 

ユニオン・ショップと団結権 

団結しない自由 

 

8月号（491号） 

不当労働行為救済制度 

私人間効力 

表現の自由 

萎縮効果論 

 

9月号（492号） 

校則の法的根拠 

平等 

髪型の自由 

 

10月号（493号） 

平等問題の判断枠組み 

 

給付における平等 

個人の根源的な平等性 

 

11月号（494号） 

政教分離の判断枠組み 

政教分離の審査における考慮要素 

 

12月号（495号） 

職業選択の自由 

規制目的二分論 

薬事法判決 

審査の厳格度を決める要素 

 

1月号（496号） 

地方議会と司法審査 

地方議会の自律権 

地方議員の権利 

プライバシー 

 

2月号（497号） 

公開裁判原則 

訴訟記録の閲覧制限 

民事裁判の I T 化 

 

3月号（498号） 

憲法24条 

憲法24条適合性審査 

寛容 

  



行政法（戸部真澄先生） 

 

4月号（487号） 

「法律による行政」の原理 

法律の留保原則 

自動車検問 

 

5月号（488号） 

信義則 

年金受給の仕組みと消滅時効 

 

6月号（489号） 

行政規則（解釈基準） 

遺族厚生年金の受給要件 

 

7月号（490号） 

行政裁量 

行政規則（裁量基準） 

道路占用許可 

 

8月号（491号） 

行政指導 

不作為違法確認訴訟 

応答留保と「相当の期間」（行訴3条5項） 

申請に対する処分（建築確認） 

 

9月号（492号） 

手続的違法と処分の取消事由との関係 

弁明手続の違法 

理由の提示の違法 

不利益処分（生活保護廃止処分） 

 

10月号（493号） 

私法上の行為と処分の区別 

指名競争入札の法的仕組み 

 

11月号（494号） 

原告適格 

景観利益 

 

12月号（495号） 

狭義の訴えの利益 

処分歴の考慮 

 

1月号（496号） 

予防訴訟 

差止訴訟 

確認訴訟 

当事者訴訟 

 

2月号（497号） 

国家賠償法1条 

規制権限不行使をめぐる国賠訴訟 

 

3月号（498号） 

損失補償 

  



民法（川地宏行先生） 

 

４月号（487号） 

暴利行為と公序良俗違反 

契約締結過程の適正化と公序良俗 

取締規定違反行為の私法上の効力 

民法90条と91条をめぐる二元論と一元論 

現代型公序良俗論と自己決定権の保護 

 

５月号（488号） 

民法478条における真の債権者の帰責事由 

詐称代理人事案に対する民法478条の適用 

民法478条と表見代理規定の関係 

民法478条類推適用の射程と限界 

 

６月号（489号） 

未登記通行地役権と民法177条 

民法177条の第三者と信義則による制限 

民法177条の第三者と背信的悪意者排除論 

登記による公示の原則の限界 

 

7月号（490頁） 

集合動産譲渡担保の有効要件と対抗要件 

動産先取特権の追及効 

集合動産譲渡担保権と動産売買先取特権の競合 

集合動産譲渡担保権設定者の処分権 

所有権留保の法的構成 

集合動産譲渡担保権と所有権留保の競合 

動産売買先取特権と所有権留保の関係 

 

８月号（491号） 

物上代位の対象となる代償物 

個別動産譲渡担保権に基づく物上代位 

被担保債権と担保目的物との牽連性と物上代位 

集合動産譲渡担保権に基づく物上代位 

集合動産譲渡担保権設定者による通常の営業の継続と

物上代位 

 

9月号（492号） 

法定地上権における同一所有者要件の判定基準時 

後順位抵当権者が把握する担保余力 

後順位抵当権者の時効援用権 

債権者代位権に基づく時効援用権の代位行使 

後順位抵当権における順位上昇の利益 

 

10月号（493号） 

債権の二重譲渡と優劣の決定 

債権の二重譲渡と民法478条 

物上代位と債権譲渡の競合と民法478条 

表見受領権者に対する不当利得返還請求 

 

11月号（494号） 

法定相殺の担保的機能 

相殺予約の対外的効力 

逆相殺と順相殺の優劣 

三者間相殺における相互性要件の意義 

 

12月号（495号） 

契約解除の制度趣旨 

不動産の心理的瑕疵 

契約不適合責任における契約解除 

危険負担と契約解除の関係 

 

1月号（496号） 

敷引特約 

通常損耗・自然損耗の補修費用 

抵当権に基づく妨害排除請求 

濫用的賃貸借の要件と判定基準 

転用物訴権と受益の無償性 

 

2月号（497号） 

説明義務違反の不法行為 

適合性原則違反の不法行為 

安全配慮義務違反の法的構成 

素因減責・過失相殺 

 

3月号（498号） 

共同不法行為 

競合的不法行為 

寄与度減責 

過失相殺における被害者側の過失 

使用者責任における求償額の制限・被用者からの逆求償  



商法（久保大作先生・松中 学先生） 

 

4月号（487号） 

株主提案権を行使するための要件 

業務執行についての株主提案の可否 

 

5月号（488号） 

株主総会の採決方法と説明義務 

取消しの対象となり得る総会決議 

 

6月号（489号） 

株主総会の取消事由 

裁量棄却の要件 

後行決議の存在と訴えの利益 

 

7月号（490号） 

取締役会決議の要否 

取締役会決議を欠く取引の効力 

取締役会決議の欠缺と権限濫用 

 

8月号（491号） 

株式代表訴訟に至るまでの手続 

株主代表訴訟における手続の適法性 

会社を代表しない機関を 

宛先とした提訴請求 

図利目的と代表訴訟の帰趨 

 

9月号（492号） 

株主の情報収集権 

取締役の任務懈怠責任 

 

10月号（493号） 

取締役の監視義務 

内部統制システム構築義務 

 

11月号（494号） 

423条1項の責任の免除と一部免除の仕組み 

一部免除と最低責任限度額 

 

12月号（495号） 

分配可能額の計算 

資本金・準備金減少の手続 

新株発行と資本金の額等の増加 

 

1月号（496号） 

非公開会社における募集株式事項の決定 

非公開会社における募集株式の割当て 

株主割当て 

 

2月号（497号） 

株式譲渡の当事者間における効力発生要件 

譲渡等承認請求権者 

譲渡等承認請求後の手続 

 

3月号（498号） 

全ての株式の内容 

種類株式 

種類株式発行会社による新しい株式の種類の追加 

  



民事訴訟法（安西明子先生） 

 

4月号（487号） 

審判権の限界 

訴えの利益 

法律上の争訟 

民事訴訟の目的 

 

5月号（488号） 

当事者適格（原告／被告適格） 

団体内部紛争 

確認の利益 

対世効 

権利能力なく団体の当事者能力と当事者適格，共同訴訟 

 

6月号（489号） 

抽象的差止め（不作為）における請求の特定 

手続過程における当事者間の負担分配（起訴責任の分担） 

執行手続との関係（代替執行，間接強制，請求異議訴

訟） 

判決手続と決定手続 

申立事項と判決事項，将来給付の訴えの利益 

 

7月号（490号） 

争点整理手続（弁論準備手続） 

自白の成立と撤回 

手続の公開（口頭弁論の諸原則） 

民事訴訟の IT化 

 

8月号（491号） 

書証の申出とその採否 

文書送付嘱託 

文書提出命令の申立て 

文書提出命令をめぐる審理・判断と不服申立ての手続 

インカメラ手続 

 

9月号（492号） 

訴訟上の和解の手続（対席方式，個別方式＝交互面接方

式） 

口頭弁論の諸原則 

和解の効力（執行力，訴訟終了効） 

和解成立後の手続（和解の解除や無効の主張方法） 

期日指定申立て 

訴えの取下げとその後の手続 

 

１0月号（493号） 

判決効の第三者への拡張 

口頭弁論終結（基準時）後の承継人 

起訴責任の分担（承継人固有の防御方法の主張方法） 

承継執行（文の付与手続） 

判決理由中の判断の拘束力（の第三者への拡張） 

 

11月号（494号） 

訴訟共同の必要（通常共同訴訟と固有必要的共同訴訟の

区別） 

共同訴訟人独立の原則 

共同訴訟人間の証拠共通とその根拠 

共同訴訟人間の主張共通（当然の補助参加） 

弁論主義（職権証拠調べの禁止） 

主観的追加的併合 

 

12月号（495号） 

補助参加とその手続 

補助参加の利益 

補助参加人の地位（独立性と従属性） 

参加的効力と既判力 

訴訟告知，共同訴訟 

 

1月号（496号） 

独立当事者参加とその手続 

詐害防止参加と権利主張参加 

独立当事者参加の可否（二重譲渡の場合） 

独立当事者参加人の地位（合一画定の意味） 

 

2月号（497号） 

上訴の利益（全部勝訴者の不服） 

上訴審の審判とその範囲 

不服の限度（請求の予備的併合の場合） 

独立当事者参加における敗訴者の一人による上訴 

 

3月号（498号） 

対世効（とそれが及ぶ第三者による再審） 



再審とその手続 

再審の原告適格 

再審事由 

独立当事者参加（詐害防止参加における請求の定立） 

補助参加と共同訴訟的補助参加 

当事者適格の決まり方 

  



刑法（嘉門 優先生） 

 

4月号（487号） 

刑法の思考モデル 

条文の解釈 

論点とは 

他人の占有する物 

死者の占有 

 

5月号（488号） 

規範と当てはめ 

未遂犯の処罰根拠 

不能犯 

客観的危険説 

具体的危険説 

学説の対立と事例問題 

 

6月号（489号） 

因果関係 

危険の現実化 

直接的な危険実現 

間接的な危険実現 

 

7月号（490号） 

故意 

構成要件該当事実の認識 

結果発生の蓋然性の認識 

結果発生の認容 

蓋然性の認識と認容の関係 

 

8月号（491号） 

抽象的事実の錯誤 

38条2項 

不能犯 

実質的な重なり合いの検討 

 

9月号（492号） 

正当防衛 

誤想防衛 

過剰防衛 

防衛行為の誤想 

誤想過剰防衛 

 

10月号（493号） 

傷害罪における被害者の同意 

同意傷害致死 

同意殺人の錯誤 

同意傷害（致死）の錯誤 

 

11月号（494号） 

法人に対する名誉毀損と侮辱 

名誉毀損罪と信用毀損罪の区別 

真実性の誤信 

インターネットにおける名誉毀損 

 

12月号（495号） 

手段としての暴行・脅迫 

人に対する有形力の行使 

反抗抑圧の手段としての暴行 

性犯罪における暴行 

 

1月号（496号） 

放火罪における公共の危険とその認識 

延焼の危険 

失火罪との区別 

 

2月号（497号） 

虚偽供述と刑事司法作用に対する罪 

参考人の虚偽供述と証拠偽造 

身代わり犯人と犯人隠避 

偽証罪における虚偽の陳述 

 

3月号（498号） 

賄賂罪における職務関連性 

職務密接関連行為 

あっせん収賄罪 

一般的職務権限 

 

  



刑事訴訟法（吉開多一先生） 

 

4月号（487号） 

行政警察活動と捜査 

強制と任意の区別 

職務質問のための「停止」以外の措置 

職務質問における有形力の行使の限界 

警察比例の原則 

 

5月号（488号） 

職務質問と取調べの関係 

所持品検査 

承諾の有無 

遺留品の領置 

 

6月号（489号） 

包括的差押えの可否 

リモートアクセスの限界 

海外のサーバに蔵置されたデータへのリモートアクセ

ス 

 

7月号（490号） 

告訴のない親告罪の捜査 

別罪の証拠の差押え 

強制採尿の最終手段性 

偽計による捜査 

 

8月号（491号） 

現行犯人の認定 

逮捕の違法と勾留 

同一被疑事実での再逮捕 

違法な逮捕が先行する場合の再逮捕 

黙秘権の行使と勾留の理由・必要性 

 

9月号（492号） 

職務質問中の通話とその制止 

任意取調べ中の被疑者と弁護人となろうとする者との

面会 

任意取調べ中の被疑者と弁護人となろうとする者との

秘密交通 

 

10月号（493号） 

一罪の一部起訴 

訴因外の犯罪行為を主張することの可否 

告訴の不可分 

訴訟条件を欠く訴因と訴因変更 

 

11月号（494号） 

公判前整理手続における訴因の特定と争点の整理。 

主張関連証拠の範囲 

公判前整理手続の進捗と接見等禁止の判断 

審理計画策定後の証言拒絶と「供述不能」の判断 

 

12月号（495号） 

科学的証拠（顔貌鑑定）の関連性 

純粋補助事実についての尋問と関連性 

類似事実による主観的要件の立証 

 

1月号（496号） 

取調べ・弁解録取の録音・録画義務 

録音・録画義務違反と供述調書・弁解録取書の証拠能力 

法定の要件を満たさない不起訴合意に基づく供述調書

の証拠能力 

 

2月号（497号） 

録音・録画記録媒体の証拠利用 

司法面接の録音・録画記録媒体の証拠能力 

被疑者取調べの録音・録画記録媒体の証拠能力 

 

3月号（498号） 

概括的認定 

択一的認定が不要な場合 

択一的認定が許される場合 

択一的認定が許されない場合 

 

 


