
『Ｋマスター 憲法（KU17034）』の判例索引について 

 

2018 年合格目標「専門マスター 憲法」で使用する『Ｋマスター 憲法（KU17034）』

の判例索引について，索引事項のページが本文での記載ページとずれておりました。 

この度の不備につきまして，受験生の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心か

らお詫びいたします。 

当 pdf，次頁より正しいページ情報に修正した判例索引を掲載いたします（全３ペー

ジ）。こちらをご利用ください。 

 

2018 年 12 月 21 日 

公務員制作部 

 



 
判例索引 

 
最大判昭 23.3.12 

(死刑の合憲性) ............ 143 

最大判昭 23.6.23 

(自白排除法則の不当に長い拘禁) ........ 141 

最大判昭 23.6.23 

(残虐な刑罰の意味) ........ 143 

最大判昭 23.7.8 

(憲法 81 条の処分と判決) ........ 332 

最大判昭 23.7.14 

(黙秘権告知義務) .......... 140 

最大判昭 23.7.29 

(証人喚問権) .............. 139 

最大判昭 23.7.29 

(公判廷における本人の自白) ........ 141 

最大判昭 23.11.8 

(公開を要する裁判と公判準備手続) ........ 326 

最大判昭 23.11.17 

(裁判官の良心) ............ 319 

最大判昭 23.12.15 

(裁判官の良心) ............ 320 

最大判昭 23.12.27 

(証人喚問費用の被告人負担) ........ 139 

最大判昭 24.3.23 

(管轄違いの裁判所がなした判決) ........ 176 

最大判昭 24.7.13 

(損失補償の時期) .......... 121 

最大判昭 24.11.30 

(弁護人依頼権の告知義務) ........ 139 

最大判昭 24.12.21 

(無期懲役刑の合憲性) ........ 143 

最大判昭 25.2.1 

(下級裁判所の違憲審査権) ........ 331 

最大判昭 25.9.27 

(二重の危険の意味) ........ 143 

最判昭 25.11.9 

(代理投票における投票先の取調べ) ........ 172 

最大判昭 25.11.15 

(山田鋼業事件) ............ 166 

最大判昭 27.2.20 

(最高裁裁判官の国民審査) ........ 323 

最大判昭 27.8.6 

(石井記者事件)  ............ 72 

最大判昭 27.10.8 

(警察予備隊訴訟)  ..... 299,331 

最大判昭 28.12.23 

(農地改革事件) ............ 120 

最判昭 29.1.22 

(農地改革事件（公共のために用いる）) ........ 117 

最判昭 29.7.16 

(麻薬取扱者記帳義務と黙秘権)  ........ 148 

最大判昭 29.11.24 

(新潟県公安条例事件)  ......... 97 

 

最大判昭 30.1.26 

(公衆浴場距離制限事件①) ........ 108 

最大判昭 30.2.9 

(選挙権の限界) ............ 171 

最大判昭 30.3.23 

(租税法律主義の意味) ........ 339 

最大判昭 30.3.30 

(選挙についての文書頒布などの制限の合憲性)  ...... 76,77 

最大判昭 30.4.6 

(絞首刑と残虐な刑罰) ........ 143 

最判昭 30.4.19 

(加害公務員の賠償責任) ........ 178 

最判昭 30.11.22 

(信条の意味) ............... 14 

最大判昭 30.12.14 

(緊急逮捕の合憲性) ........ 134 

最大判昭 31.5.30 

(特別裁判所の禁止と家庭裁判所) ........ 311 

最大判昭 31.7.4 

(謝罪広告事件)  ............ 32 

最判昭 31.11.30 

(職務を行うの意味) ........ 178 

最大決昭 31.12.24 

(抑留・拘禁の意味) ........ 184 

最大判昭 32.2.20 

(自己に不利益な供述と氏名) ........ 140 

最大判昭 32.3.13 

(チャタレイ事件)  .......... 79 

最大判昭 32.12.25 

(外国人の出国の制限) ........ 197 

最大決昭 33.2.17 

(北海タイムス事件)  ........ 75 

最判昭 33.3.28 

(パチンコ球遊器事件) ........ 343 

最大判昭 33.5.28 

(本人の自白と共犯の自白) ........ 141 

最大決昭 33.7.29 

(令状の記載内容) .......... 135 

最大判昭 33.9.10 

(帆足計事件) .............. 125 

最大判昭 33.10.15 

(地域的取扱いの不平等)  ......... 27 

最大決昭 33.10.15 

(裁判の公開と法廷秩序維持法の制裁)  ........ 326 

最大判昭 34.12.16 

(砂川事件) ................ 306 

最大判昭 35.1.27 

(医療類似行為の禁止) ........ 109 

最大判昭 35.6.8 

(苫米地事件) .............. 305 

最大決昭 35.7.6 

(公開を要する裁判の意味) ........ 326 

 

最大判昭 35.7.20 

(東京都公安条例事件)  ........ 98 

最大判昭 35.10.19 

(村議会議員出席停止事件) ........308 

最大判昭 36.2.15 

(あん摩師等法事件（営利広告事件）)  ........ 79 

最大判昭 37.3.7 

(警察法改正無効事件) ........304 

最大判昭 37.3.14 

(連座制) ..................173 

最大判昭 37.5.2 

(道路交通法上の事故報告義務)  ........147 

最大判昭 37.5.30 

(条例による罰則) ...... 130,358 

最大判昭 37.11.28 

(第三者所有物没収事件) .... 128,331 

最大判昭 38.3.27 

(特別区長公選制廃止の合憲性)  ........355 

最大判昭 38.5.15 

(加持祈祷事件)  ........... 41 

最大判昭 38.5.22 

(東大ポポロ事件) ........ 57,58 

最大判昭 38.6.26 

(奈良県ため池条例事件) ........115 

最大判昭 38.12.4 

(白タク営業事件) ..........110 

最大判昭 39.2.26 

(教科書費国庫負担請求権事件)  ........160 

最大判昭 39.5.27 

(社会的身分の意味) ........ 14 

最大決昭 40.6.30 

(裁判の公開と夫婦の協力扶助処分) ........326 

最判昭 41.2.8 

(国家試験の合否判定) ........301 

最大判昭 41.7.13 

(余罪と量刑) ..............129 

最大決昭 41.12.27 

(裁判の公開と過料手続) ........326 

最大判昭 42.5.24 

(朝日訴訟) ................151 

最大判昭 42.5.24 

(地方議会議員の免責特権) ........271 

最大決昭 42.7.5 

(裁判の公開と再審開始手続) ........326 

最大判昭 43.11.27 

(河川附近地制限令事件) ........122 

最大判昭 43.11.27 

(平和条約による在外資産喪失)  ........119 

最大判昭 43.12.4 

(三井美唄炭坑労組事件) ........165 

最大判昭 43.12.18 

(大阪市屋外広告物条例事件)  ........ 81 

 



最大判昭 44.4.23 

(事前運動の禁止)  ....... 76,77 

最大判昭 44.6.25 

(夕刊和歌山時事事件)  ......... 86 

最大判昭 44.10.15 

(『悪徳の栄え』事件)  ......... 80 

最大決昭 44.11.26 

(博多駅テレビフィルム事件)  ......... 69 

最大判昭 44.12.24 

(京都府学連デモ事件) ........ 188 

大阪地判昭 44.12.26 

(日中旅行社事件) .......... 219 

最大判昭 45.6.17 

(ビラ貼り事件)  ............ 81 

最大判昭 45.6.24 

(八幡製鉄事件) ............ 203 

最大判昭 45.9.16 

(在監者喫煙禁止違憲訴訟事件)  ........ 212 

最大判昭 46.1.20 

(収用後の収用目的の消滅） ........ 117 

最大判昭 47.11.22 

(小売市場事件判決) ........ 105 

最大判昭 47.11.22 

(川崎民商事件)  ....... 145,146 

最大判昭 47.12.20 

(高田事件) ................ 138 

最大判昭 48.4.4 

(尊属殺重罰規定違憲判決)  ........ 15 

最大判昭 48.4.25 

(全農林警職法事件)  ....... 167 

最判昭 48.10.18 

(土地収用法事件①) ........ 120 

最大判昭 48.12.12 

(三菱樹脂事件)  ........... 217 

最判昭 49.7.19 

(昭和女子大事件) .......... 219 

最判昭 49.9.26 

(尊属傷害致死合憲判決)  ........ 16 

最大昭 50.4.30 

(薬事法距離制限事件) ........ 106 

最大判昭 50.9.10 

(徳島市公安条例事件)  ... 62,132,359 

最判昭 51.1.26 

(尹秀吉事件) .............. 202 

最大判昭 51.4.14 

(衆議院議員定数不均衡違憲判決[昭和 47 年]) ......... 17 

最大判昭 51.5.21 

(旭川学テ事件)  ........ 55,158 

最判昭 52.3.15 

(富山大学事件). ........... 307 

最大判昭 52.7.13 

(津地鎮祭事件)  ......... 47,52 

最決昭 53.5.31 

(外務省秘密電文漏洩事件)  ........ 75 

最大判昭 53.7.12 

(事後法による財産権の制限) ........ 116 

最判昭 53.9.7 

(違法収集証拠排除法則) ........ 135 

 

最大判昭 53.10.4 

(マクリーン事件) ...... 197,201 

最判昭 54.12.20 

(新聞における選挙報道の規制)  ......... 78 

最判昭 55.4.10 

(本門寺事件) .............. 300 

最判昭 55.11.28 

(「四畳半襖の下張」事件)  ......... 80 

最判昭 56.3.24 

(日産自動車事件) .......... 220 

最判昭 56.4.7 

(板まんだら事件). ..... 299,300 

最判昭 56.4.14 

(前科照会事件) ............ 191 

最判昭 56.4.16 

(月刊ペン事件)  ............ 86 

最判昭 56.6.15 

(戸別訪問の禁止)  ....... 76,77 

最大判昭 57.7.7 

(堀木訴訟) ................ 153 

最大判昭 58.4.27 

(参議院議員定数不均衡判決) ......... 21 

最大判昭 58.6.22 

(よど号ハイジャック新聞記事抹消事件) ........ 212 

最判昭 59.3.27 

(供述拒否権の告知) ........ 147 

最判昭 59.5.17 

(地方選挙における投票価値の平等) ..... 22,356 

最大判昭 59.12.12 

(税関検査事件) .......... 90,91 

最判昭 59.12.18 

(駅前広場でのビラ配布) ......... 83 

最大判昭 60.3.27 

(サラリーマン税金訴訟) ......... 22 

最大判昭 60.7.17 

(立法不作為) .............. 333 

最大判昭 60.10.23 

(福岡県青少年保護育成条例事件) ........ 132 

最判昭 60.11.21 

(在宅投票制度の合憲性) .... 179,334 

最大判昭 61.2.14 

( 運 転 者 の 容 ぼ う の 写 真 撮 影 ) ........ 189 

最大判昭 61.6.11 

(北方ジャーナル事件) ......... 88 

最大判昭 62.4.22 

(森林法事件) .............. 113 

最判昭 62.4.24 

(サンケイ新聞事件)  ......... 67 

最大判昭 63.6.1 

(自衛官合祀訴訟)  .......... 43 

最判昭 63.7.15 

(麹町中学校内申書事件)  ........ 34 

最大判昭 63.10.21 

( 衆 議 院 議 員 定 数 不 均 衡 違 憲 判 決 ) ......... 22 

最判昭 63.12.20 

(共産党袴田事件) .......... 309 

最判平元.1.20 

(公衆浴場距離制限事件②) ........ 108 

 

最判平元.1.30 

(日テレ事件) .............. 71 

最判平元.3.2 

(塩見訴訟) ................198 

最大判平元.3.8 

(レペタ訴訟)  ............. 73 

最判平元.6.20 

(百里基地訴訟上告審) ........220 

最判平元.9.8 

(蓮華寺事件) ..............300 

最判平元.9.19 

(有害図書の自販機収納禁止)  ........ 92 

最判平元.9.19 

(岐阜県青少年保護育成条例事件)  ........ 81 

最判平元.11.20 

(天皇の民事裁判権) ........303 

最判平元.12.14 

(三井倉庫港運事件) ........164 

最判平元.12.14 

(どぶろく裁判) ............194 

最判平元.12.21 

(公務員に対する批評と名誉毀損) ........ 86 

最判平 2.1.18 

(伝習館高校事件) ..........159 

東京高判平 2.1.29 

(教育事業に対する公金支出) ........345 

最判平 2.3.6 

(ポスト・ノーティス命令) ........ 33 

最判平 2.2.6 

(西陣ネクタイ事件) ........110 

最判平 2.4.17 

(政見放送の削除)  ......... 77 

最決平 2.7.9 

(ＴＢＳ事件)  ............. 71 

最判平 2.9.28 

(扇動罪合憲判決)  ........ 82 

最判平 3.3.29 

(少年審判手続における不処分決定) ........184 

最判平 3.9.3 

(高校生のバイク免許取得禁止) ........195 

最判平 4.4.28 

(台湾元軍人軍属恩給訴訟) ..... 27,198 

最大判平 4.7.1 

(成田新法事件) ............144 

最判平 4.11.16 

(大阪地蔵像違憲訴訟)  ........ 49 

最判平 4.11.16 

(森川キャサリーン事件) ........197 

最判平 4.12.15 

(酒類販売免許制合憲判決) ........109 

最大判平 5.1.20 

(衆議院議員定数不均衡判決)  ........ 22 

最判平 5.2.16 

(箕面忠魂碑訴訟)  ..... 48,344 

最判平 5.2.26 

(外国人の国政レベルの選挙権)  .... 198,199 

最判平 5.3.16 

(教科書検定（第１次家永訴訟）)  ..... 91,160 

 



最判平 5.9.7 

(法律上の争訟と宗教法人の代表役員の地位) ........ 300 

最判平 6.2.8 

(ノンフィクション『逆転』事件)  .... 87,192 

最大判平 7.2.22 

(ロッキード事件丸紅ルート) ........ 282 

最判平 7.2.28 

(地方自治と定住外国人の選挙権) ........ 199 

最判平 7.3.7 

(泉佐野市民会館事件)  ..... 63,94 

最判平 7.12.15 

(指紋押なつ拒否事件) ........ 189 

最判平 8.1.30 

(オウム真理教解散命令事件) ......... 41 

最判平 8.3.8 

(エホバの証人剣道受講拒否事件)  ......... 42 

最判平 8.3.15 

(上尾市福祉会館事件)  ......... 95 

最判平 8.3.19  

(南九州税理士会政治献金事件) ........ 204 

最大判平 8.9.11 

(参議院議員定数不均衡判決) ......... 22 

最判平 9.1.30 

(道路交通法上の呼気検査) ........ 148 

最判平 9.3.13 

(拡大連座制) .............. 173 

最大判平 9.4.2 

(愛媛玉串料訴訟) ....... 49,335 

最判平 9.9.9 

(免責特権と国家賠償請求) ........ 272 

最判平 10.3.13 

(外国人の国政レベルの被選挙権) .... 198,199 

最大決平 10.12.1 

(寺西判事補事件) .......... 211 

最判平 11.2.26 

(死刑囚死刑反対投書発信不許可適法判決) ........ 214 

最大判平 11.11.10 

(衆議院議員定数不均衡判決)  .... 22,172 

最判平 11.12.16 

(通信傍受の合憲性) ........ 101 

最判平 12.2.29 

(エホバ輸血事件) .......... 194 

最判平 13.2.13 

(上告理由の制限と裁判を受ける権利)  ........ 176 

最判平 14.1.31 

(児童扶養手当打切事件) ........ 233 

最大判平 14.2.13 

(旧証券取引法の合憲性) ........ 114 

最判平 14.4.25 

(群馬司法書士会事件) ........ 206 

 

最判平 14.6.11 

(土地収用法事件②) ........ 120 

最判平 14.7.11 

(大嘗祭事件) ............... 50 

最大判平 14.9.11 

(郵便法違憲事件) .......... 181 

最判平 14.9.24 

(『石に泳ぐ魚』事件)  ......... 89 

最判平 15.3.14 

(少年法の未成年者の推知報道禁止) ......... 87 

最判平 15.6.26 

(転入届の不受理) .......... 124 

最判平 15.9.12 

(早大名簿事件) ............ 193 

最大判平 16.1.14 

(参議院議員定数不均衡判決)  .... 22,172 

最大判平 17.1.26 

(東京都管理職選考受験資格事件) ........ 200 

最判平 17.4.14 

(ビデオリンク方式の合憲性) ........ 327 

最判平 17.7.14 

(公立図書館収蔵図書の著作者の表現の自由) ......... 83 

最大判平 17.9.14 

(在外選挙権と立法不作為) .... 180,335 

最判平 17.11.10 

(法廷イラストとプライバシー)  ........ 189 

最大判平 18.3.1 

(国民健康保険料の租税該当性)  ........ 341 

最判平 18.3.23 

(囚人待遇改善信書発信不許可違法判決) ........ 214 

最判平 18.3.28 

(介護保険の特別徴収と生存権)  ........ 154 

最判平 18.6.23 

(靖国神社参拝訴訟) ......... 43 

最判平 18.7.13 

(精神疾患者の選挙権) ........ 334 

最決平 18.10.3 

(ＮＨＫ記者事件)  .......... 72 

最大判平 18.10.4 

(参議院議員定数不均衡[平成 16 年])  ..... 19,22 

最判平 19.2.27 

(君が代伴奏職務命令事件)  ........ 35 

最判平 19.7.13 

(鈴鹿国際大学事件) ........ 220 

最判平 19.9.18 

(広島市暴走族条例事件)  ........ 63 

最判平 19.9.28 

(学生無年金障害訴訟)  ........ 23 

最判平 20.2.19 

(「メイプルソープ」事件)  ........ 80 

 

最判平 20.3.6 

(住基ネット事件) ..........193 

最判平 20.4.11 

(集合住宅へのビラ配布)  ....... 82 

最大判平 20.6.4 

(国籍法３条１項違憲判決)  .... 25,335 

最判平 21.3.9 

(監視モニター付き自販機と対面販売義務) ........ 84 

最大判平 21.9.30 

(参議院議員定数不均衡[平成 19 年])  ....... 22 

最大判平 22.1.20 

(砂川空知太神社訴訟) ..... 50,335 

最決平 22.2.23 

(公共施設の廃止と損失補償) ........119 

最決平 22.3.15 

(インターネット上の表現と名誉毀損)  ........ 85 

最大判平 23.3.23 

(衆議院議員定数不均衡[平成 21 年])  ..... 19,22 

最判平 23.5.30 

(国歌起立斉唱行為命令事件)  ....... 35 

最判平 23.6.6 

(国歌起立斉唱行為命令事件) ........ 37 

最判平 23.11.16 

(裁判員制度の合憲性) ........177 

最判平 24.2.16 

(砂川神社差戻審) .......... 51 

最判平 24.4.2 

(老齢加算廃止の合憲性) ........155 

最大判平 24.10.17 

(参議院議員定数不均衡[平成 22 年]) ...... 20,22 

最判平 24.12.7 

(目黒事件) ................208 

最判平 24.12.7 

(世田谷事件) ..............210 

最判平 25.1.11 

(命令による医薬品ネット販売禁止) ........233 

最大決平 25.9.4 

(非嫡出子法定相続分差別違憲判決) . 25,335,337 

最判平 25.9.26 

(嫡出・非嫡出子区別記載義務事件) ........ 25 

最大判平 25.11.20 

(衆議院議員定数不均衡[平成 24 年]) ........ 22 

最大判平 27.11.25 

(衆議院議員定数不均衡[平成 26 年]) ........ 22 

最大判平 27.12.16 

(女性の再婚禁止期間違憲判決] )  .... 28,335 

最大判平 27.12.16 

(夫婦同氏規定合憲判決])  .... 28,195 

 

 

 


