
【】中学社会公民：裁判所・三審制・司法権の独立   [ http://www.fdtext.com/dat/ ] 
[要点] 

(1) 裁判所には，全国に1つ置かれる最高
さいこう

裁判所
さいばんしょ

と，高等裁判所(全国 8つの主要都市

に設置)・地方裁判所(各都道府県に 1つずつ(北海道は4つ))・家庭裁判所(家庭内

の争いや未成年者の事件)・簡易
か ん い

裁判所(軽微な事件をあつかう)の4つの下級裁判

所がある。最高裁判所長官は内閣が指名し，天皇が任命する。最高裁判所のその

他の裁判官は内閣が任命する。 

(2) 裁判を慎重に行うために三審制
さんしんせい

が取られている。第一審の判決に不服があれば，

第二審の上級裁判所へ控訴
こ う そ

することができる。さらに第二審の判決に不服のとき

は第三審へ上告
じょうこく

を行うことができる。法律や行政処分が憲法に適合するかしない

かを決定する権限を違憲
い け ん

審査権
し ん さ け ん

という。とくに最高裁判所は最終判断を下すので，

憲法の番人と呼ばれている。 

(3) 公正な裁判を行うためには，裁判所が国会や内閣など他の権力から圧力や干渉
かんしょう

を

受けないことが必要である。これを司法権の独立という。憲法72条は「すべて裁

判官はその良心
りょうしん

に従ひ独立してその職権を行なひ，この憲法および法律にのみ拘

束される。」と定めている。裁判官は心身の故障，あるいは公の弾劾
だんがい

によらなけ

れば，やめさせられることはない。 
 
[要点確認] 
(1) 裁判所には，全国に1つ置かれる(   )裁判所と，(   )裁判所(全国 8つの主

要都市に設置)・(   )裁判所(各都道府県に 1つずつ(北海道は4つ))・(   )
裁判所(家庭内の争いや未成年者の事件)・(   )裁判所(軽微な事件をあつかう)
の4つの(   )裁判所がある。最高裁判所長官は(   )が指名し，(   )が
任命する。最高裁判所のその他の裁判官は(   )が任命する。 

(2) 裁判を慎重に行うために(   )制が取られている。第一審の判決に不服があれ

ば，第二審の上級裁判所へ(   )することができる。さらに第二審の判決に不

服のときは第三審へ(   )を行うことができる。法律や行政処分が憲法に適合

するかしないかを決定する権限を(   )権という。とくに最高裁判所は最終判

断を下すので，(   )と呼ばれている。 

(3) 公正な裁判を行うためには，裁判所が国会や内閣など他の権力から圧力や干渉
かんしょう

を

受けないことが必要である。これを(   )という。憲法72条は「すべて裁判官

はその(   )に従ひ独立してその職権を行なひ，この(   )および(   )に
のみ拘束される。」と定めている。裁判官は心身の故障，あるいは公の(   )
によらなければ，やめさせられることはない。 
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 裁判所を2つに分けると最高裁判所と何に分類できるか。 
(2) 全国に8か所あって主に第二審の裁判にあたる裁判所は何か。 
(3) 各都道府県に1つずつ(北海道は4つ)設けられ，主に第一審の裁判を行うが，簡易

裁判所から控訴された民事事件も扱う裁判所は何か。 
(4) 140万円以下の民事事件と罰金刑以下の刑事事件を扱う第一審の裁判所は何か。 
(5) 家庭内の争いや未成年者についての事件を扱う第一審の裁判所は何か。 
[解答](1) 下級裁判所 (2) 高等裁判所 (3) 地方裁判所 (4) 簡易裁判所 (5) 家庭

裁判所 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 権利がおかされた場合にそれを回復したり，罪を犯した者を処罰したりする働き

を何というか。 
(2) 「すべて司法権は，(A  )裁判所及び法律の定めるところにより設置する

(B  )裁判所に属する。」(76条)  
(3) 「憲法の番人」と呼ばれる裁判所は何か。 
(4) 下級裁判所を4つあげよ。 
[解答](1) 司法 (2)A 最高 B 下級 (3) 最高裁判所 (4) 高等裁判所，地方裁判所，

家庭裁判所，簡易裁判所 
 
 
[問題] 
次のア～ウで裁判となった場合，どの裁判所で第一審の裁判が始まるか。裁判所名を答

えよ。 
ア 17 歳の高校生 3 人が，55 歳のホームレスの男性を登呂公園で襲い，重傷を負わせた

として警察に逮捕された。 
イ 元恋人に 80 万円を貸したが，借りた覚えはないと言って返してくれない。 
ウ 17 歳の少年が襲われ，全治一か月の重傷を負った。容疑者として 55 歳のホームレス

の男性 2 人が逮捕された。登呂公園の襲撃事件の報復と見られる。 
[解答]ア 家庭裁判所 イ 簡易裁判所 ウ 地方裁判所 
 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 最高裁判所の長官の選任はどうするか。 
(2) 最高裁判所のその他の裁判官の選任はどうするか。 
(3) 下級裁判所の裁判官の選任はどうするか。 
[解答](1) 内閣が指名して天皇が任命する。 (2) 内閣が任命する。 (3) 最高裁判所の名

簿による指名で内閣が任命する。 
 
[問題] 
 次の(1)～(5)について，文が正しければ○を，誤りがあれば×をつけよ。 
(1) 「裁判所は，憲法を守る上で重要な働きをしていることから「憲法の番人」と呼

ばれている。」 
(2) 「軽微な事件を取り扱う第一審の裁判所は家庭裁判所である。」 
(3) 「最高裁判所長官は内閣が任命する。」 
(4) 「最高裁判所のその他の裁判官は内閣が任命する。」 
(5) 「下級裁判所の裁判官は最高裁判所の長官が任命する。」 

[解答] (1) ×(裁判所→最高裁判所) (2) ×(家庭裁判所→簡易
か ん い

裁判所) (3) ×(内閣が任

命する→内閣が指名し，天皇が任命する) (4) ○ (5) ×(最高裁判所の長官が任命す

る→最高裁判所の名簿
め い ぼ

による指名で内閣が任命する) 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 資料中の①～④にあてはまる裁判所名を書け。 
(2) 図のAのように，第一審の判決に不服で，

第二審を求めて訴えることを何というか。 
(3) 図のBのように，第二審の判決に不服で，

第三審を求めて訴えることを何というか。 
(4) 裁判の判決に不服の場合，(2)，(3)のよう

に，3段階まで裁判を求めることができる。

このことを何というか。 
(5) (4)のような制度がとられている理由を書け。 

[解答](1)① 簡易 ② 地方 ③ 高等 ④ 最高 (2) 控訴
こ う そ

 (3) 上告
じょうこく

 (4) 三審制
さんしんせい

 (5) 裁
判を慎重に行うことにより，裁判の間違いを防ぎ，国民の権利を守るため。 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 地方裁判所で第一審が行われた裁判で，原告
げんこく

または被告
ひ こ く

が控訴
こ う そ

した場合の第二審

は(A  )裁判所で行われる。さらに，上告
じょうこく

が行われた場合，第三審は(B  )裁
判所で行われる。 

(2) 簡易裁判所で第一審が行われた民事裁判で，原告または被告が控訴した場合の第

二審は(A  )裁判所で行われる。さらに，上告が行われた場合，第三審は(B  )
裁判所で行われる。 

(3) 家庭裁判所で第一審が行われた民事裁判で，原告または被告が控訴した場合の第

二審は(A  )裁判所で行われる。さらに，上告が行われた場合，第三審は(B  )
裁判所で行われる。 

(4) 刑事裁判で，有罪が確定したあと，新たな証拠が出て，判決のもとになった事実

認定に疑いが生じたとき，裁判をやり直すことがあるが，これを何というか。 

[解答](1)A 高等 B 最高 (2)A 地方 B 高等 (3)A 高等 B 最高 (4) 再審
さいしん

 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 憲法に違反するかどうかを判断する裁判所の権限は何か。 
(2) 最高裁判所は，憲法を守る上で重要な働きをしている。このことから，最高裁判

所は何と呼ばれるか。 
(3) 最高裁判所が(2)のように呼ばれる理由は何か，簡潔に書け。 

[解答](1) 違憲
い け ん

審査権
し ん さ け ん

 (2) 憲法の番人 (3) 最高裁判所は，法律などが合憲か違憲か

判断する最終的な決定権をもっているため。 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 公正な裁判を行うためには，裁判所が国会や内閣など他の権力から圧力や干渉
かんしょう

を

受けないことが必要である。これを何というか。 
(2) すべて裁判官はその(A  )にしたがい(B  )してその職権を行い，この(C  )

及び(D  )にのみ拘束
こうそく

される。 
(3) 裁判官としての適不適を判断するために国会におかれる裁判所は何か。 

(4) 最高裁判所の裁判官を対象にして10年に1回行なわれる罷免
ひ め ん

かいなかを判断する

ための投票は何か。 

[解答](1) 司法権
し ほ うけ ん

の独立 (2)A 良心
りょうしん

 B 独立 C 憲法 D 法律 (3) 弾劾
だんがい

裁判所 (4) 
国民審査
こくみんしんさ

 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 「司法権の独立」について，「国会」「内閣」「公正」の3つの語句を使って説

明せよ。 
(2) 裁判にあたる裁判官は，どのような態度で職務にあたらなければならないか。 
(3) 裁判官の独立を守るために，裁判官の身分は保障されている。すなわち，心身の

(A  )，あるいは公の(B  )によるものでなければ，やめさせられることはな

い。ただし，最高裁判所の裁判官だけは，適任かどうかについての(C  )を受け

なければならない。 
[解答](1) 国会や内閣から独立して，公正な裁判を行うこと。 (2) 良心に従い，独立して

職務にあたらなければならない。 (3)A 故障
こしょう

 B 弾劾
だんがい

 C 国民審査
こくみんしんさ

 
 
 
[問題] 
 次の(1)～(5)について，文が正しければ○を，誤りがあれば×をつけよ。 

(1) 「最高裁判所の裁判官を対象にして10年に1回，罷免
ひ め ん

かいなかを判断するための

国民投票が行われる。」 

(2) 「すべての裁判官は国民審査
こ く みん しん さ

を受けることになっている。」 
(3) 「国民審査は，前回の国民審査から10年をすぎる衆議院の総選挙の際に行われ

る。」 
(4) 「裁判官は，内閣の決定によってやめさせられることがある。」 
(5) 「裁判官は，心身の故障によってやめさせられることはない。」 

[解答](1) ×(国民投票→国民審査
こ く みん しん さ

) (2) ×(すべての→最高裁判所の) (3) ○ (4) 
×(ある→ない) (5) ×(ない→ある) 
 



[印刷／他のPDFファイルについて] 
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始されます。 
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