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呉明植『刑事訴訟法〔伊藤塾呉明植基礎本シリーズ〕』〔第 2版〕＊訂正表 

 
【2020年 11月 9日更新】 

◎３刷への重版にあたり、以下の箇所を修正いたしました。 
 
■27 頁 
 ４行目の見出しを図の下に移動する。 
 
■31 頁 下から７行目 
 「→論証３」の右、行末にランクの「A」を挿入する。 
 
■318 頁下から 3 行目、319 頁２行目 
 「公判供述」の次に「等」を挿入する。 
 
 

◎２刷への重版にあたり、以下の箇所を修正いたしました。 
 
■ⅩⅠ頁 ９行目 
 「裁判官の参加に関する」を「裁判員の参加に関する」と訂正する。 
 
■ⅩⅤ頁 下から５行目 
 「被疑者勾留」の前に「勾留総論と」を挿入する。 
 
■27 頁 下から９行目 
 「司法官権」を「司法官憲」と訂正する。 
 
■33 頁 ４行目 
 「利益を制約」を「利益を実質的に侵害」と訂正する。 
 
■37 頁 12 行目 
 「一罪の一部」を「一罪（科刑上一罪を含む）の一部」と訂正する。 
 
■44 頁 下から 12 行目 
 「警察法２条」の次に「２項」を挿入する。 
 
■60 頁 下から 11 行目 
「被疑者勾留」の前に「勾留総論と」を挿入する。 

 
■64 頁 
 下から 13 行目「被疑事実」の次に「（や被告事件）」を挿入する。 
 下から 12 行目「被疑者」の次に「（や被告人）」を挿入する。 
 
■67 頁 15 行目 
 「４月９日」を「４月 10日」と訂正する。 
 
■73 頁 16 行目 
 「→85 ページ４）」の次に「ないし取調べの限界（→82 ページ２）」を挿入する。 
 
■74 頁 下から 15 行目 
 「なされるべきであり」を「判断されるべきであり」と訂正する。 
 
■75 頁 下から 12～11 行目 
 「→85 ページ４）」の次に「や取調べの限界（→82 ページ２）」を挿入する。 
 
■77 頁 下から 11 行目 
 「実質逮捕」の次に「の区別」を挿入する。 
 
■81 頁 ６行目 
 「なりますからから」を「なりますから」と訂正する。 
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■82 頁 
 １行目「349 ページ４」を「350 ページア」と訂正する。 
 下から 13 行目「まず、」の次に「被疑者に対する取調べは、」を挿入する。 
 
■92 頁 ２行目 
 「証拠物または没取」を「証拠物または没収」と訂正する。 
 
■98 頁 ６～７行目 
 「64 ページ」の次に「と 95 ページを対象」と訂正する。 
 
■104 頁 ４行目 
 「認められる」の次に「（多数説）」を挿入する。 
 
■108 頁 下から４行目 
 「捜索に被疑者を」を「捜索・差押えに被疑者を」と訂正する。 
 
■123 頁 図の 2 行目 
 「身体の内部的検査 eg.全裸にして調べる レントゲン照射」を「・全裸にして ・内部的検査 eg.
レントゲン」と訂正する。 
 
■129 頁 12 行目 
 「任意処分にあたる」を「任意処分にあたり、かつ許される」と訂正する。 
 
■145 頁 下から９行目 
「保釈、押収、押収物の還付に関する裁判、」を削除する。 

 
■147 頁 
下から８行目 「決定で」を削除する。 
下から６行目 「命じる決定を」を削除する。 

 
■182 頁 下から４行目 
 「検査官」を「検察官」と訂正する。 
 
■184 頁 ７行目 
 「措置を請じた」を「措置を講じた」と訂正する。 
 
■187 頁 12 行目 
 「構成要件」の次に「要素」を赤字で挿入する。 
 
■194 頁 図の２行目 
 「審判対象の確定」を「審判対象の画定」と訂正する。 
 
■199 頁 10 行目 
 「にもかかわらず」の次に「控訴審」を挿入する。 
 
■212 頁 表の右下の欄 
 「業務上過失致死傷」を「業務上過失致死」と訂正する。 
 
■234 頁 下から 12 行目 
 「被疑者勾留に至る」を「被告人勾留に至る」と「訂正する。 
 
■235 頁 下から 14 行目 
 「場合は没収」を「場合は没取」と訂正する。 
 
■241 頁 図 
 ７～10 行目「甲号証」の文字と「 { 」を削除する。 
 11～14 行目「乙号証」のくくりの４行分を削除する。 
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■244 頁 図の２行目 
 「⑤被告人側による立証」を「⑤被告人側による請求」と訂正する。 
 
■247 頁 下から 7 行目 
 「証拠決定が」を「証拠の採用決定が」と訂正する。 
 
■258 頁 ４行目 
 「事実および証拠の適用」を「事実および法律の適用」と訂正する。 
 
■259 頁 10 行目、下から５行目 
 「当事者の請求」を「当事者等の請求」と訂正する。 
 
■263 頁 11 行目 
 「謄本を送付」を「謄本を送達」と訂正する。 
 
■280 頁 下から３行目、下から２～1 行目 
 「事実である」の前に「情状」を挿入する。 
 
■304 頁 下から６行目 
 「公判外供述であっても、それが当該供述」を「公判外供述を内容とする供述または書面であっても、
それが当該公判外供述」と訂正する。 
 
■305 頁 
 アの図表の下、８行目「Bの原供述」の次に「を含む A の公判供述」を挿入する。 
 下から７行目「供述を含む」の前に「公判外」を挿入する。 
 
■317 頁下から７行目、320 頁下から６行目、336 頁下から 12 行目 
 「公判供述」の次に「等」を挿入する。 
 
■334 頁 下から 12 行目 
 「供述の証明力を争う」を「供述の証明力を減殺する」と訂正する。 
 
■337 頁 
 11 行目「一致供述」の前に「同一人の」を挿入する。 
 12 行目「328 条の「」の次に「証明力を争う」を挿入する。 
 14 行目「証明力を」の次に「一方的に」を赤字で挿入する。 
 
■348 頁 
 下から９行目「凶器を投棄」を「死体を遺棄」と訂正する。 
 下から８行目「凶器」を「死体」と訂正する（２か所） 
 
■350 頁 下から９行目、８行目 
 「裁判員裁判」を「裁判員制度」と訂正する。 
 
■361 頁 
 10 行目「（または反対質問）」の次に「等」を挿入する。 
 下から８～７行目「公判廷外の」を「公判外の」と訂正する。 
 
■372 頁 ７行目 
 「その上劇左側内ポケット」を「その上衣左側内ポケット」と訂正する。 
 
■396 頁 下から３行目 
 「必ずその刑の」の次に「全部の」を赤字で挿入する。 
 
■422 頁 下から 12 行目 
 「上訴権は、」の次に「上訴が許されない場合を除き、」を挿入する。 
 
■444 頁 下から 12～11行目 
 「利益を制約」を「利益を実質的に侵害」と訂正する。 
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■445 頁 下から６行目 
 「解する」の次に「（警察比例の原則、警職法１条２項参照）」を挿入する。 
 
■447 頁 論証６ 
３行目「警察の職務」を「警察の責務」と訂正する。 
５行目「警察法２条」の次に「２項や警職法１条」を挿入する。 

 
■450 頁 論証 12 
 下から４行目「なされるべきである」を「判断されるべきである」と訂正する。 
 最終行「が問題となりうる」の前に「や取調べの限界（→論証 15）」を挿入する。 
 
■462 頁 下から６行目 
 「無令状捜索・差押えの対象」を「捜索・差押え等の対象」と訂正する。 
 
■463 頁 論証 33 
 下から８～７行目「とも思える」を削除する。 
 
■468 頁 論証 42 
 ８行目「プライバシーの」から 11 行目「制約」までを以下に差し替える。 
 「行動を継続的・網羅的に把握できる状態にすることにより、私的領域に侵入されない権利（憲法 35
条）を実質的に侵害 
 
■490 頁 
 論証 75 ７行目「本件検証調書」を「本件実況見分調書」と訂正する。 
 論証 75 下から２行目「記載された」の次に「現場」を挿入する。 
 論証 76 下から５行目「鑑定受託者による鑑定」の次に「に」を挿入する。 
 
■492 頁 論証 80 
 ５行目「証明力を」の次に「一方的に」を赤字で挿入する。 
６行目「証明力の」の次に「一方的な」を挿入する。 


