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418 不同意 ふどうい 

419 プライバシー ぷらいばしー 

420 不利 ふり 

421 付和随行 ふわずいこう 

422 文脈 ぶんみゃく 

423 便宜 べんぎ 

424 弁護 べんご 

425 弁護士 べんごし 

426 弁護人 べんごにん 

427 弁償 べんしょう 

428 弁論 べんろん 

429 法 ほう 

430 放火 ほうか 

431 妨害 ぼうがい 

432 暴言 ぼうげん 

433 暴行 ぼうこう 

434 法則 ほうそく 

435 傍聴 ぼうちょう 

436 法定 ほうてい 

437 法廷 ほうてい 

438 冒頭陳述 ぼうとうちんじゅつ 

439 冒頭手続 ぼうとうてつづき 

440 放任 ほうにん 

441 亡命 ぼうめい 

442 法律 ほうりつ 

443 暴力 ぼうりょく 

444 保釈金 ほしゃくきん 

445 保障 ほしょう 

446 保証 ほしょう 

447 巻き込まれる まきこまれる 

448 巻き込む まきこむ 

449 惑わす まどわす 

450 守る① まもる 

451 守る② まもる 

452 丸腰 まるごし 

453 マルチ商法 まるちしょうほう 

454 万引き まんびき 

455 身内 みうち 

456 見落し みおとし 

457 味方 みかた 

458 身柄 みがら 

459 身柄送検 みがらそうけん 

460 未決勾留日数の 

算入 

みけつこうりゅうにっすうの 

さんにゅう 

461 未遂 みすい 

462 密造 みつぞう 

463 密談 みつだん 

464 見取図 みとりず 

465 身代金 みのしろきん 

466 見張り みはり 

467 未必の故意(殺意) みひつのこい(さつい) 

468 身分証明 みぶんしょうめい 

469 身分保障 みぶんほしょう 

470 民事 みんじ 

471 民主主義 みんしゅしゅぎ 

472 民法 みんぽう 

473 無期 むき 

474 無効 むこう 

475 無罪 むざい 

476 名誉毀損 めいよきそん 

477 命令 めいれい 

478 免除 めんじょ 

479 黙秘権 もくひけん 

480 もみ消し① もみけし 

481 もみ消し② もみけし 

482 やにわに やにわに 

483 やらせ やらせ 

484 遺言 ゆいごん 

485 誘拐 ゆうかい 

486 有期 ゆうき 

487 有罪 ゆうざい 

488 有利 ゆうり 

489 容疑者 ようぎしゃ 

490 要求 ようきゅう 

491 要件 ようけん 

492 要点 ようてん 

493 抑圧 よくあつ 

494 抑留 よくりゅう 

495 呼出状 よびだしじょう 

496 乱暴 らんぼう 

497 利益(得) りえき(とく) 

498 利害 りがい 

499 理屈 りくつ 

500 立証 りっしょう 

501 立腹する りっぷくする 

502 立法 りっぽう 

503 略取 りゃくしゅ 

504 留置場(留置所） りゅうちじょう(りゅうちしょ） 

505 リンチ りんち 

506 倫理 りんり 

507 累犯 るいはん 

508 例外 れいがい 

509 霊感商法 れいかんしょうほう 

510 令状 れいじょう 

511 レベル れべる 

512 労働基準法 ろうどうきじゅんほう 

513 労働法 ろうどうほう 

514 錰音 ろくおん 

515 錰画 ろくが 

516 論告 ろんこく 

517 論戦 ろんせん 

518 論争 ろんそう 

519 わいせつ わいせつ 

520 和解 わかい 

 

(※注)「民事」に対応する「刑事」 


