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１ 試験開始の合図があるまで, この問題冊子の中を見てはいけません｡

２ 試験中に問題冊子の印刷不鮮明, ページの落丁・乱丁および解答用紙の

汚れ等に気づいた場合は, 手を挙げて監督者に申し出てください｡

３ 解答は, 別に配布する解答用紙に万年筆またはボールペン (黒又はブルー

ブラック) で記述してください｡

４ 解答用紙上部の受験番号欄に受験番号を, また氏名欄に氏名 (漢字およ

びカタカナ) を記入してください｡

５ 試験終了後, 問題冊子は持ち帰ってください｡
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民事訴訟法・刑事訴訟法

第１問 (民事訴訟法)

(問１) 以下の各小問に答えよ｡� 処分権主義の定義を記載したうえで､ 処分権主義の根拠の要点を簡潔に説明せよ｡� 客観的証明責任の定義を記載したうえで､ その概念ないし確定が必要な理由を

述べよ｡� 法律上の推定について簡潔に説明せよ｡� 原告と被告の間における攻撃防御の展開の具体例を､ 訴訟物が (金銭) 消費貸

借契約に基づく貸金元本返還請求権の場合を前提として､ 請求原因､ 抗弁､ 再抗

弁 (まで) に分けて､ 記載せよ｡ なお､ 事例 (契約日､ 貸付金額､ 期限､ 例えば

時効援用日､ 等) は各自の記載に適合するものを想定し各自で具体化して記載し､

抗弁及び再抗弁の例は､ 各1種類のみの記載にとどめ､ それぞれ､ 各自が記載し

た相手方主張 (内容) を前提とした整合的なものを記載し､ 内容を示すタイトル

(例えば､ ｢時効消滅｣) も付すること｡
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(問２) 以下の【事例】に関する以下の各【小問】に答えよ｡

【事例】

各種の宣伝広告等を業とする株式会社Ｘは､ 焼き菓子の製造販売等を業とする

株式会社Ｙをスポンサーとしてテレビ番組や放送広告の制作及び放送等に関する

契約を締結し番組及び広告の放送があったにもかかわらずＹにおける契約上の債

務が不履行であったとして､ Ｙを被告とする損害賠償請求の訴えを提起した｡ Ｘ

は､ 契約の成立を立証するため､ Ｘ代表者Ａと幼少時から親交のあったＹ人事部

長Ｂを通じて､ 契約の成否についての事情に関し重要人物となるＹ宣伝部広告係

長Ｃを銀座の料亭に招待し､ Ａや�同席のもとで､ Ａの後援者でありＣの母校
の先輩でもあるＤに対して説明してもらう場を設けた｡ 同料亭で､ Ａは､ 酒食を

饗応しつつ､ 録音されていることを知らないＢ､ Ｃ､ Ｄに､ 今回の経緯につき質

問をし､ Ｃには単に諾否を答えさせるような方法で会話を交わし､ その間ふすま

を隔てた隣室でこの問答を録音テープに収録した｡ Ｘは､ その反訳文書を提出し

て書証の申出をした｡ これに対し､ �は､ 同文書の証拠能力を否定する主張を
した｡

【小問】� �のした主張を一般的に何と称するか｡ 裁判所は拘束されるか｡� わが国の裁判において､ 事実認定に関する基本的な原則として採用されている

ものの名称を述べよ｡ また､ その採用根拠を簡潔に述べよ｡� 本件の如き文書の証拠能力の有無を判断するには､ どのような基準を立てたら

よいか述べよ｡ また､ その根拠を簡潔に述べよ｡� 本件文書の証拠能力は肯定できるか｡ �で立てた基準に基づいた理由も述べよ｡
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第２問 (刑事訴訟法)

次の事例に関する下記の問�～�につき､ 結論と理由 (根拠) を答えなさい｡
≪事例≫

警察官甲､ 乙､ 丙､ 丁､ 戊 (うち警察官乙は女性である) の５名は､ 平成18年３月３

日午前８時ころ､ Ａ男に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき､ 福岡市内のＫマン

ション８階の801号室Ａ男方を捜索場所とする捜索差押許可状 (令状記載の差押物件は､

｢被疑事実に関係のある覚せい剤､ 注射器､ 小分け道具､ 取引メモ類｣ である) の発付

をうけた上､ 同室に赴いた｡ これに先立つ内偵捜査によれば､ 801号室にはＡ男が居住

するほか､ 恋人と思われる女性 (氏名等の身元は判明せず) が時々出入りしていること

が判明していた｡ 警察官らは､ Ａ男に覚せい剤取締法違反の前科が多数あり､ 以前に警

察に検挙された際には警察官に対して暴力を振るうなどして激しく抵抗したことがあっ

たこと､ Ａ男が暴力団井坂組の組員であり､ 拳銃を所持しているとの情報を得ていたこ

とから､ 証拠隠滅の防止と警察官の身の安全のため､ すみやかに室内に入る作戦を立て､

あらかじめ同マンション管理人に承諾を得て801号室の合鍵を借り､ その合鍵を使用し

て玄関ドアを開け､ 持参したクリッパーでドアチェーンを切断して玄関に入るや､ 防弾

チョッキを着用した警察官甲を先頭にして､ ｢警察から捜索に来た｡ 動くな｡ シャブは

どこだ｡｣ と言いながら､ 次々に居間の中央まで土足で入った｡

Ａ男は､ 居間の奥の寝室のベッド上でパンツ一枚で寝ていたが､ 警察官らが踏み込ん

だ物音で目を覚まし､ ｢切符 (令状の意味) を見せんかい｣ と抗議した｡ 警察官甲は胸

を叩いて､ ｢ここに入っている｡ 後で見せてやる｡｣ と答えたが､ このときは令状を見せ

なかった｡ するとＡ男が ｢シャブなんか持っていない｡｣ と言いながら､ ベッドのそば

にあった男性用のセカンドバッグに手を伸ばしたので､ 警察官甲はこれを制して同バッ

グを取り上げた｡ 警察官甲は､ セカンドバッグのファスナーが開いていたことから､ そ

の中を一べつしたところ､ タバコ､ 携帯電話､ 拳銃一丁､ 実包多数が入っているのが見

えた｡ その後､ 警察官甲は､ Ａ男に衣服を着させて､ 捜索差押許可状を閲読させた｡

一方､ このころ､ 隣室にはＢ女 (内偵捜査において出入りが確認されていた女性) が

いたので､ 警察官乙はＢ女の様子にも注意を払っていたところ､ Ｂ女がＡ男と目くばせ

を繰り返したり､ 落ち着かない様子であったことから､ 警察官乙がＢ女に ｢所持品を見

せてほしい｣ と告げると､ Ｂ女は顔面蒼白となり､ 着用していたスカートのポケットに

右手を入れて何かを取り出す仕草をし､ 右手を固く握りしめたまま後ずさりをするよう

にして台所へと移動した｡ そこで警察官乙､ 丙､ 丁の３名は､ 差し押さえるべき物を右

手に握っているのではないかとの疑いを強め､ ｢すぐに手に持っている物を出しなさい｣

と口々に説得しながら､ Ｂ女に近寄ったところ､ Ｂ女は突然､ 台所窓に近づき､ 右手を

振り上げて握っていたものを窓から屋外に投げ捨てようとする動作をしたので､ 警察官

乙､ 丙､ 丁が3人がかりでＢ女の右腕をつかんで下におろすとともに､ もう片方の腕も
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押さえて､ ｢手の中に握っている物を見せなさい｣ と引き続き説得したが､ Ｂ女はこれ

に応じないばかりか大声を出して泣き叫び､ 警察官らの手を振りほどこうと必死に暴れ

て抵抗したので､ 警察官乙､ 丙､ 丁が3人がかりで､ Ｂ女の両手首をおさえつけたうえ､

右手の指を一本ずつはがすようにして手を開けて握っていた物を取り上げたところ､ ビ

ニール袋入りの覚せい剤様の白い結晶が見つかった｡ そこで､ Ｂ女の同意を得てその面

前で覚せい剤試薬による予試験を実施したところ､ 覚せい剤であることが判明したが､

令状記載の物件には当たらないと認められたため､ Ｂ女を覚せい剤取締法違反 (所持)

の現行犯人として逮捕し､ 右覚せい剤を差し押さえた｡

問� 警察官らはＡ男の身柄をすみやかに確保したいが､ どうしたらよいか｡

問� 警察官らは拳銃と実包をすみやかに押収したいが､ どうしたらよいか｡

問� この捜索に伴う警察官らの行為は適法か｡

(参考条文)

○ 刑事訴訟法

第99条

１ 裁判所は､ 必要があるときは､ 証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる｡ 但

し､ 特別の定のある場合は､ この限りでない｡

２ 裁判所は､ 差し押えるべき物を指定し､ 所有者､ 所持者又は保管者にその物の提出を命ずることがで

きる｡

第102条

１ 裁判所は､ 必要があるときは､ 被告人の身体､ 物又は住居その他の場所に就き､ 捜索をすることがで

きる｡

２ 被告人以外の者の身体､ 物又は住居その他の場所については､ 押収すべき物の存在を認めるに足りる状

況のある場合に限り､ 捜索をすることができる｡

第110条

差押状又は捜索状は､ 処分を受ける者にこれを示さなければならない｡

第111条

１ 差押状又は捜索状の執行については､ 錠をはずし､ 封を開き､ その他必要な処分をすることができる｡

公判廷で差押又は捜索をする場合も､ 同様である｡

２ 前項の処分は､ 押収物についても､ これをすることができる｡

第115条

女子の身体について捜索状の執行をする場合には､ 成年の女子をこれに立ち会わせなければならない｡

但し､ 急速を要する場合は､ この限りでない｡

第210条

１ 検察官､ 検察事務官又は司法警察職員は､ 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあ

たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で､ 急速を要し､ 裁判官の逮捕状を求めること

ができないときは､ その理由を告げて被疑者を逮捕することができる｡ この場合には､ 直ちに裁判官の逮

捕状を求める手続をしなければならない｡ 逮捕状が発せられないときは､ 直ちに被疑者を釈放しなければ

ならない｡
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２ 第二百条の規定は､ 前項の逮捕状についてこれを準用する｡

第212条

１ 現に罪を行い､ 又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする｡

２ 左の各号の一にあたる者が､ 罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは､ これを現行犯

人とみなす｡

一 犯人として追呼されているとき｡

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき｡

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき｡

四 誰何されて逃走しようとするとき｡

第213条

現行犯人は､ 何人でも､ 逮捕状なくしてこれを逮捕することができる｡

第220条

１ 検察官､ 検察事務官又は司法警察職員は､ 第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯

人を逮捕する場合において必要があるときは､ 左の処分をすることができる｡ 第二百十条の規定により被

疑者を逮捕する場合において必要があるときも､ 同様である｡

一 人の住居又は人の看守する邸宅､ 建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること｡

二 逮捕の現場で差押､ 捜索又は検証をすること｡

２ 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは､ 差押物は､ 直ちにこれを還付しなければなら

ない｡

３ 第一項の処分をするには､ 令状は､ これを必要としない｡

４ 第一項第二号及び前項の規定は､ 検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこ

れを準用する｡ 被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には､ 第一項第一号の規定を

も準用する｡

第221条

検察官､ 検察事務官又は司法警察職員は､ 被疑者その他の者が遺留した物又は所有者､ 所持者若しくは

保管者が任意に提出した物は､ これを領置することができる｡

第222条

１ 第九十九条 〈差押え提出命令〉､ 第百条 〈郵便物・信書便物・電信関係書類の差押え〉､ 第百二条乃至第

百五条 〈捜索､ 押収拒否権〉､ 第百十条乃至第百十二条 〈令状の提示・錠をはずす開封等の処分・出入禁

止処分〉､ 第百十四条 〈立会い〉､ 第百十五条 〈女子の身体の捜索〉 及び第百十八条乃至第百二十四条 〈執

行中止の際の処分・証明書の交付・目録の交付・押収物の処分〉 の規定は､ 検察官､ 検察事務官又は司法

警察職員が第二百十八条､ 第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について､ 第百十条 〈

令状の提示〉､ 第百十二条 〈出入禁止〉､ 第百十四条 〈立会い〉､ 第百十八条 〈執行中止の際の処分〉､ 第百

二十九条 〈検証の処分の種類〉､ 第百三十一条 〈身体検査の注意〉 及び第百三十七条乃至第百四十条 〈身

体検査拒否に対する身体検査の強制〉 の規定は､ 検察官､ 検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又

は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する｡ 但し､ 司法巡査は､ 第百二十二条乃至

第百二十四条に規定する処分をすることができない｡

(第２項以下省略)

○ 覚せい剤取締法

第41条の２

１ 覚せい剤を､ みだりに､ 所持し､ 譲り渡し､ 又は譲り受けた者 (第四十二条第五号に該当する者を除く｡)

は､ 十年以下の懲役に処する｡

(第２項以下省略)
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○ 銃砲刀剣類所持等取締法

第２条

１ この法律において ｢銃砲｣ とは､ けん銃､ 小銃､ 機関銃､ 砲､ 猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を

有する装薬銃砲及び空気銃 (圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち､ 内閣府令で

定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が､ 人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣

府令で定める値以上となるものをいう｡ 以下同じ｡) をいう｡

(第２項以下省略)

第３条

１ 何人も､ 次の各号のいずれかに該当する場合を除いては､ 銃砲又は刀剣類を所持してはならない｡

一 法令に基づき職務のため所持する場合

(二号以下省略)

第３条の３

１ 何人も､ 次の各号のいずれかに該当する場合を除いては､ 実包のうちけん銃に使用することができるも

のとして内閣府令で定めるもの (以下 ｢けん銃実包｣ という｡) を所持してはならない｡

一 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合するけん銃実包をその職務のため所持す

る場合

(二号以下省略)

第31条の３

１ 第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は､ 一年以上十年以下の懲役に処する｡

(第２項以下省略)

第31条の８

第三条の三第一項の規定に違反した者は､ 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する｡
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