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第１問 １－１ （３点） 

Ａ社は、スポーツ用品の小売業者であり、顧客情報をデータベース化して管理し、

顧客に対するメールマガジンの配信や特売セールの案内等を行っている。この場合

に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つだけ選び

なさい。なお、Ａ社は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者であるものとする。 

 

① Ａ社は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに、その利用目的の達成に必

要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。 

② Ａ社は、その利用目的の達成に必要な範囲内であっても、原則として、あらかじ

め本人の同意を得ずに、個人データを第三者に提供することができない。 

③ Ａ社は、Ｂ社との吸収合併によるＢ社への事業の承継に伴ってＢ社に個人データ

を提供する場合、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。 

④ Ａ社は、その顧客Ｃから、Ｃが識別される保有個人データの開示を求められたと

きは、原則として、遅滞なくこれに応じなければならない。 

⑤ Ａ社は、その顧客Ｄから、Ｄが識別される保有個人データの利用の停止を求めら

れた場合には、その理由のいかんを問わず、遅滞なく、当該保有個人データの利用

を停止しなければならない。 

 

 

第１問 １－２ （３点） 

Ａ社は工事用資材の販売業者であり、Ｂ社は工事用資材を製造しＡ社に納入してい

る。Ｂ社は、Ａ社がＣ社から事業資金を借り入れるに際し、Ａ社がＣ社に対して負

う借入金債務を主たる債務として、Ｃ社との間で連帯保証契約を締結することとし

た。この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないものを

１つだけ選びなさい。 

 

① Ｂ社とＣ社との間の連帯保証契約は、民法上、両者が口頭でその旨の合意をする

だけでは足りず、当該合意が書面または電磁的記録でなされなければその効力を生

じない。 
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② Ｃ社は、Ｂ社との間で連帯保証契約を締結した後に、Ｂ社に対し保証債務の履行

を請求するときは、これに先立って、Ａ社に対し主たる債務の履行を請求する必要

はない。 

③ Ｂ社は、Ａ社の委託を受けて連帯保証人となった。この場合、Ｂ社は、保証債務

の全部または一部を履行した後でなければ、Ａ社に対して、求償権を行使すること

ができない。 

④ Ｂ社がＡ社の意思に反して連帯保証人となり、民法の規定に従いその保証債務を

履行した場合、Ｂ社は、Ａ社に対して、Ａ社が現に利益を受けている限度において

のみ求償権を有する。 

⑤ Ｃ社は、Ａ社に対して有する貸金債権について、Ｂ社との間で連帯保証契約を締

結するとともに、Ｄ社との間でも連帯保証契約を締結した。この場合でも、Ｂ社は、

主たる債務である借入金債務の全額について保証債務を履行する責任を負う。 

 

 

第１問 １－３ （３点） 

株式に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～

⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．株券を発行していない株式会社において株式の譲渡がなされた場合、当該会社に

対する株式譲渡の対抗要件は株主名簿への記載または記録であり、第三者に対する

株式譲渡の対抗要件は株主名簿の写しを交付して行う通知である。 

イ．株主が、株式会社の承認を得ずに譲渡制限株式を第三者に譲渡した。この場合、

当該譲渡は、譲渡の当事者間では有効である。 

ウ．株式会社は、自ら譲受人となって自己株式を取得した場合、会社法上、当該自己

株式を一定期間内に処分しなければならない。 

エ．株式の譲渡がなされたが株主名簿にその記載または記録がなされていない場合に

おいて、株式会社が株主に対し株主総会の招集等の通知を行うときは、当該会社は、

株主名簿の記載または記録をもとに通知を行えば足り、その通知が発信されれば、

通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。 
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オ．株券発行会社の株主は、株券を喪失した場合、当該株券が善意取得されることを

防止するために、当該会社に対し所定の事項を株券喪失登録簿に記載または記録す

ることを請求し、所定の手続を経ることにより、当該株券を無効とすることができ

る。 

 

① アイウ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イエオ  ⑤ ウエオ 

 

 

第１問 １－４ （３点） 

著作権法に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つ

だけ選びなさい。 

 

① 編集著作物とは、データベースに該当しない編集物であって、その素材の選択ま

たは配列によって創作性を有するものをいう。 

② 他人の著作物を翻訳した者は、原著作物の著作権者の許諾を得ずに原著作物に新

たな創作性を付加して翻訳していた。この場合、翻訳により創作されたものは、著

作権法上、二次的著作物に該当しないため、当該翻訳をした者は、これを出版して

も、著作権者から損害賠償請求等を受けることはない。 

③ 自己の実名または変名として周知のものを、通常の方法により著作物の原作品に

著作者名として表示している者は、著作権法上、その著作物の著作者と推定される。 

④ 共有著作権は、原則として、その共有者全員の合意によらなければ行使すること

ができないが、各共有著作権者は、正当な理由がない限り、この合意の成立を妨げ

ることができない。 

⑤ 著作物に関する複製権を有する者は、出版社等に対してその著作物の出版権を設

定することができる。出版権の設定は、登録をしなければ第三者に対抗することが

できない。 
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第２問 ２－１ （３点） 

企業が共同で出資をして行う事業（合弁事業）に関する次の①～⑤の記述のうち、

その内容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。 

 

① 合弁事業を行うために、当事者間で合弁契約を締結し合弁会社として合同会社を

設立した場合、合弁事業に出資し社員となった企業は、合弁会社の債務について無

限に責任を負う。 

② 合弁事業を行うために、当事者間で合弁契約を締結し合弁会社として株式会社を設

立した場合、合弁事業に出資し株主となった企業の一部に債務不履行があったために

合弁契約が解除されたとしても、これにより直ちに合弁会社の法人格が消滅するわけ

ではない。 

③ 合弁事業を行うために、当事者間で民法上の組合契約を締結した場合、合弁事業に

出資し組合員となる企業は、合弁事業に関し、民法上、その出資比率に応じて決議権

を持ち、これに基づき組合の意思決定を行わなければならない。 

④ 合弁事業を行うために、当事者間で民法上の組合契約を締結した場合、合弁事業に

出資し組合員となった企業が合弁事業から脱退するときは、当該組合員には、持分の

払戻しを受けることは認められない。 

⑤ 合弁事業を行うために、当事者間で「有限責任事業組合契約に関する法律」上の有

限責任事業組合契約を締結した場合、有限責任事業組合には、合弁事業に出資し組合

員となる企業とは別個独立の法人格が認められる。 

 

 

第２問 ２－２ （３点） 

裁判外の法的紛争解決方法に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なも

のの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．紛争当事者間で裁判外の和解が成立しても、両当事者が公証人役場に出頭し、公

正証書を作成しなければ、当該和解はその効力を生じない。 

イ．民事調停手続においては、紛争の一方当事者が調停の申立てをしたのに対して、

相手方当事者が調停の期日に出頭しなかった場合には、直ちに調停を申し立てた当

事者の主張を認める内容の調停調書が作成される。 
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ウ．民事調停が不成立となった場合、当該調停にかかる請求については、所定の裁判

所に訴えが提起されたものとみなされ、自動的に民事訴訟手続に移行する。 

エ．支払督促に対して債務者が異議を申し立てると、支払督促の申立て時に所定の裁

判所に訴えの提起があったものとみなされる。 

オ．不動産の賃貸借契約の当事者が、簡易裁判所において、当該賃貸借契約の解除に

伴う未払賃料の支払いおよび不動産の明渡しについて、即決和解（訴え提起前の和

解）を成立させ和解調書が作成された。この場合、当該和解調書は、賃料の支払い

および不動産の明渡しのいずれについても、強制執行を申し立てるための債務名義

となる。 

 

① アイ  ② アオ  ③ イウ  ④ ウエ  ⑤ エオ 

 

 

第２問 ２－３ （３点） 

インターネットを利用した電子商取引に関する次のア～オの記述のうち、その内容

が適切なものの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．事業者が商品を販売するためにインターネットのホームページ上に商品を掲載し

ており、これを見た消費者が商品を購入する旨の意思表示を電子メールにより行っ

た。この場合、一般に、事業者によるホームページ上への商品の掲載が契約の申込

みの意思表示に当たり、消費者からの電子メールによる購入する旨の意思表示が承

諾の意思表示に当たる。 

イ．事業者が商品を販売するためにインターネットのホームページ上に商品を掲載し

ており、これを見た消費者が、重大な過失によるコンピュータの操作ミスで意図し

ない商品購入の意思表示をしたため、要素の錯誤を理由に当該意思表示の無効を主

張した。この場合において、事業者は、その商品購入画面上に消費者の商品購入の

意思表示を行う意思の有無を確認するために必要な措置を講じていたときは、消費

者に重大な過失があったことを理由に、売買契約は無効ではない旨を主張すること

ができる。 
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ウ．インターネットを利用した電子商取引においては、電子消費者契約法上、承諾の

意思表示が相手方に到達した時に契約が成立する。 

エ．事業者は、商品を販売するために開設したインターネットのホームページ上に、

未成年者が商品を購入するには法定代理人の同意が必要である旨の警告を表示した

上で、購入者の生年月日を入力する欄を設けていた。この場合において、未成年者

が、法定代理人の同意を得ずに、かつ、未成年者ではないと事業者に誤信させるた

め、偽りの生年月日を入力するなど詐術を用いて商品購入の意思表示をした。この

場合、当該未成年者は、自己が未成年者であることを理由として当該意思表示を取

り消すことができない。 

オ．インターネットを利用した電子商取引については、電子消費者契約法が適用され

るため、消費者保護を目的とする消費者契約法や特定商取引法は、原則として適用

されない。 

 

① アイウ  ② アウオ  ③ アエオ  ④ イウエ  ⑤ イエオ 

 

 

第２問 ２－４ （３点） 

特許法に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つだ

け選びなさい。 

 

① 発明甲につき特許を受ける権利を有するＡは、特許出願をする前に、当該特許を

受ける権利をＢに譲渡した。この場合、Ｂは、当該特許を受ける権利の譲渡を第三

者に対抗するには、特許出願をしなければならない。 

② 発明甲につき特許を受ける権利を有するＡは、特許出願をした。この場合におい

て、当該特許出願の日から１年６ヶ月を経過したときは、Ａが出願公開の請求をし

なくても、原則として、当該特許出願について出願公開がなされる。 

③ 発明甲につき特許を受ける権利を有するＡが、発明甲について第三者Ｂに仮専用

実施権を設定し、その登録がなされた。その後、発明甲について特許権の設定登録

がなされた場合、Ｂは、Ａから、発明甲についてあらためて専用実施権の設定を受

けなければ、発明甲を実施することができない。 
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④ 発明甲の特許権者であるＡは、発明甲について何らの権原も有しないＢが発明甲

の特許請求の範囲における請求項（クレーム）ごとに記載されている発明特定事項

（発明の構成）のすべてを具現化した製品乙を製造し販売した場合、発明甲の特許

権に基づき、Ｂに対して、製品乙の製造販売を停止するよう請求することができる。 

⑤ いずれも個人発明家であるＡ、ＢおよびＣが実質的に協力をして発明甲を完成さ

せた場合、発明甲についての特許を受ける権利はＡ、ＢおよびＣの共有となり、発

明甲の特許出願は、Ａ、ＢおよびＣが共同でなさなければならない。 

 

 

第３問 ３－１ （３点） 

時計の製造・販売業者であるＡ社は、自社で製造した時計に「Ｘ」という商品名を

付して販売している。この場合に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切

なものの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。なお、本問における

「Ｘ」および「Ｙ」は、いずれも不正競争防止法上の商品等表示に該当するものと

する。 

 

ア．「Ｘ」がＡ社の販売する時計の商品名として「著名」である場合において、服飾

品の製造業者であるＢ社が、その製造する服飾品に「Ｘ」という商品名を付して販

売する行為は、Ｂ社が製造販売する商品が服飾品であって時計と同一または類似す

る商品ではないため、不正競争防止法上の不正競争には当たらない。 

イ．「Ｘ」がＡ社の販売する時計の商品名として「周知」である場合において、Ａ社

の競業他社であるＣ社は、自社で製造する時計に「Ｘ」と類似する「Ｙ」という商

品名を付して販売し、故意に「Ｘ」と混同を生じさせ、Ａ社の営業上の利益を侵害

した。Ａ社が、Ｃ社に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合

において、Ｃ社がその侵害の行為により利益を受けているときは、不正競争防止法

上、その利益の額は、Ａ社が受けた損害の額と推定される。 
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ウ．Ａ社は、インターネット上のホームページに、「Ｘ」を表すドメイン名を使用し

ようとしている。この場合において、第三者Ｄが、不正の利益を得る目的で、

「Ｘ」を表示する特定商品等表示と同一のドメイン名を使用する権利を保有してお

り、その使用によりＡ社に営業上の利益が侵害されるおそれがあるときは、不正競

争防止法上、Ａ社は、Ｄによる当該ドメイン名の保有および使用につき差止請求権

を行使することができる。 

エ．Ａ社は、時計「Ｘ」の発売１周年を記念して、Ａ社の製品を全品３割引で販売す

る旨を広告に表示したが、実際には、一部の商品は割引の対象外とされていた。こ

の場合において、Ａ社が、当該表示について、消費者庁長官からその裏付けとなる

合理的な根拠を示す資料の提出を求められたにもかかわらず、これを提出しなかっ

たときは、当該表示は、景品表示法上の有利誤認表示とみなされる。 

オ．Ａ社は、他社でも同じ技術を採用して時計を製造・販売しているにもかかわらず、

時計「Ｘ」の広告に、「この技術を採用しているのは当社だけである」と表示した。

この場合、当該表示は、優良誤認表示として景品表示法上の不当表示に該当し得る。 

 

① アイウ  ② アイエ  ③ アエオ  ④ イウオ  ⑤ ウエオ 

 

 

第３問 ３－２ （３点） 

商法上の代理商に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを１

つだけ選びなさい。 

 

① 代理商が、本人との間の代理商契約に基づき、本人の平常の営業の部類に属する

取引の代理を行い、第三者との間で本人の商品の売買契約を締結した。この場合、

本人と当該第三者との間に直接売買契約の効果が生じる。 

② 代理商と本人との間の代理商契約は、一般に、請負の性質を有する。 

③ 代理商契約において報酬に関する定めが設けられていない場合、代理商は、本人

に報酬を請求することができない。 

④ 商法上、代理商には、取引の代理または媒介により生じた債権を被担保債権とす

る留置権が認められており、この留置権を代理商と本人との間の別段の意思表示に

よって排除することはできない。 
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⑤ 代理商は、本人と同種の事業を行う会社の取締役になるにあたり、本人の許可を

受けることを要しない。 

 

 

第３問 ３－３・３－４ 

Ａ株式会社は、日用品等の製造を行う会社法上の公開会社であり、取締役会設置会

社および監査役設置会社である。Ａ社では、営業部門の取締役Ｂが担当した取引に

おいて巨額の損失が発生する可能性があり、また、このことにつき一部の株主に疑

念を持たれている。 

この場合を前提として後記３－３、３－４に答えなさい。 

 

第３問 ３－３ （３点） 

Ａ社では、この問題に関し、今後の対応および経営方針等の説明のため、臨時株主

総会を開催することを検討している。この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、

その内容が最も適切でないものを１つだけ選びなさい。 

 

① 臨時株主総会を開催する場合、Ａ社における招集権者である取締役は、原則とし

て、総会の日の一定期間前までに、株主に対し招集通知を発しなければならない。 

② Ａ社が臨時株主総会を開催しない場合、一定の要件を充たすＡ社の株主Ｃは、Ａ

社の取締役に対し、株主総会を招集するよう請求することができる。 

③ Ａ社の株主Ｃは、一定の要件を充たす場合、臨時株主総会の開催に先立って、Ａ

社の取締役に対し、取締役Ｂの解任および新たな取締役Ｄの選任を総会の議題とす

ることを提案することができる。 

④ Ａ社が株主総会の定足数について定款で特別な定めを置いていない場合、臨時株

主総会は、Ａ社の株主総数の過半数が出席しなければ成立しない。 

⑤ 臨時株主総会が本件損失に関する問題で紛糾することを防止するために、Ａ社が、

株主の権利の行使に関し、Ａ社の計算において、特定の株主に金銭その他の利益を

供与することは、禁止されている。 
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第３問 ３－４ （３点） 

Ａ社では、臨時株主総会を開催するに先立って、この問題への対応を検討している。

次の①～⑤の記述は、取締役Ｂに生じ得る責任についてＡ社内で話している甲と乙

との会話の一部である。この会話における乙の発言のうち、その内容が最も適切で

ないものを１つだけ選びなさい。 

 

① 甲「今回の取引で当社に現実に損失が発生した場合、当社は、当該取引の担当取

締役であるＢに、損害賠償として損失に相当する金額を請求することはで

きますか。」 

乙「会社法上、取締役は、その任務を怠ったときは、これによって生じた損害を

会社に賠償しなければなりません。ただし、この取締役の会社に対する責

任は過失責任とされているため、Ｂに故意または過失がなければ、当社は、

Ｂに対し、当社に生じた損失に相当する金額について損害賠償を請求する

ことができません。」 

② 甲「仮にＢに当社に対する責任が認められる場合、その責任を軽減することはで

きますか。」 

乙「会社法上、当社に対するＢの責任を全部免除することはできませんが、Ｂが

善意でかつ重大な過失がなければ、総株主の同意または株主総会の特別決

議によって、一定額を限度としてその責任を免除することができます。」 

③ 甲「当社が、当社に対するＢの責任を追及するため、民事訴訟を提起する場合、

誰が当社を代表するのでしょうか。」 

乙「本来、当社において会社を代表するのは代表取締役ですが、取締役間の関係

から、民事訴訟を提起、追行しないおそれがあるため、会社法上、取締役

ないし代表取締役とは別に、会社を代表する者が定められています。当社

は監査役設置会社ですから、会社に対する取締役の責任を追及する民事訴

訟については、当社の監査役が当社を代表します。」 
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④ 甲「当社が当社に対するＢの責任を追及しない場合、もはや誰もその責任を追及

することはできないのでしょうか。」 

乙「当社が当社に対するＢの責任を追及しない場合、一定の要件を充たす当社の

株主には、Ｂに対する責任追及等の訴えの提起を当社に請求する権利が認

められます。そして、その請求の日から一定の期間内に当社が責任追及等

の訴えを提起しないときは、当該株主は、当社のために自ら責任追及等の

訴えを提起することが認められます。」 

⑤ 甲「Ｂは、この問題に関し、刑事上の責任を追及される可能性はありますか。」 

乙「取締役が、自己または第三者の利益を図る目的または会社を害する目的で、

その任務に背いて会社に財産上の損害を与える行為には、特別背任罪が成

立し得ます。例えば、Ｂが、取引の相手方から個人的にリベートを受ける

ことを目的として、当社に損失が生じるおそれのある取引をあえて行って

いた場合、Ｂに特別背任罪が成立する可能性があり、刑事責任を追及され

ることがあります。」 

 

 

第４問 ４－１ （３点） 

譲渡担保に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを

①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．動産に譲渡担保の設定を受けた譲渡担保権者は、たとえ目的物の引渡しを受けて

いたとしても、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法

律」（動産・債権譲渡特例法）に基づく動産譲渡登記がなされていなければ、当該

動産への譲渡担保の設定を第三者に対抗することができない。 

イ．不動産に譲渡担保を設定する場合、譲渡担保設定者は、譲渡担保権者と合意する

ことにより、引き続き当該不動産を使用することができる。 

ウ．不動産に設定された譲渡担保を実行するためには、裁判所の競売手続によらなけ

ればならない。 

エ．不動産に設定された譲渡担保を第三者に対抗するには、登記を経なければならな

い。 
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オ．動産に譲渡担保が設定され、動産・債権譲渡特例法に基づき動産譲渡登記がなさ

れた場合、同法上、当該登記事項の概要は何人も開示を請求することができるが、

すべての登記事項の開示を請求することができるのは譲渡の当事者、一定の利害関

係人、譲渡人の使用人に限られる。 

 

① アイウ  ② アイエ  ③ アウオ  ④ イエオ  ⑤ ウエオ 

 

 

第４問 ４－２ （３点） 

独占禁止法に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを１つだ

け選びなさい。 

 

① 複数の事業者が、入札についてあらかじめ協議を行い、当該入札における入札価

格を取り決めた。この場合において、取り決めた入札価格で落札することができな

かったときは、入札価格を取り決めた行為は、不当な取引制限には該当しない。 

② 不当な取引制限に該当するための要件の１つとされている相互拘束とは、罰金や

取引停止などの手段を用いて協定事項を強制的に遵守させることをいう。したがっ

て、いわゆる紳士協定のように協定事項を遵守しなくても罰則などが課されないも

のは、相互拘束には当たらず、不当な取引制限には該当しない。 

③ 複数の事業者が価格カルテルを行い、当該カルテルに関して公正取引委員会が調

査を開始した後に、当該カルテルに参加した事業者の一部が、公正取引委員会の調

査に協力して自発的に違反事実を申告した。この場合、調査に協力した事業者のう

ち、最初に違反事実を申告した事業者から３番目に違反事実を申告した事業者まで

が、課徴金の減額の対象となる。 

④ 事業者が、相手方に商品を売却する旨の売買契約において、相手方が当該商品を

第三者に販売するときの販売価格を一定の価格の範囲内に限定し遵守させたとして

も、これは契約自由の範囲内の行為であり、不公正な取引方法には該当しない。 

⑤ 商品の販売価格は、事業者間の自由な競争の下で決定されるべきであるから、商

品を低廉な価格で販売する行為は、不公正な取引方法に該当することはない。 
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第４問 ４－３ （３点） 

破産手続に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを

①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．債務者が、その債務につきその財産をもって完済することができない状態、すな

わち、債務超過である場合、当該債務者が法人であるか自然人であるかにかかわら

ず、当該債務者は破産手続開始の申立てをすることができる。 

イ．債権者が破産手続開始の申立てをする場合には、あらかじめ、債務者の同意を得

なければならない。 

ウ．裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合、必要があると認めるときは、利

害関係人による申立てまたは職権により、破産手続開始の申立てについて決定があ

るまでの間、原則として、債務者の財産に対して行われている強制執行などの手続

の中止を命じることができる。 

エ．破産手続開始の時において、破産者の特定の財産に対して特別の先取特権を有す

る債権者は、原則として、破産手続によらずにこれを実行して債権の回収を図り得

る。 

オ．裁判所は、破産財団をもって破産手続にかかる費用を支弁するのに不足すると認

める場合には、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をすることが認

められている。 

 

① アイエ  ② アイオ  ③ アウオ  ④ イウエ  ⑤ ウエオ 
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第４問 ４－４ （３点） 

Ｘ株式会社は、Ｙ株式会社との間で吸収合併契約を締結し、Ｙ社を吸収合併するこ

ととした。この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でない

ものを１つだけ選びなさい。 

 

① Ｘ社およびＹ社は、法定の事項を定めた吸収合併契約を締結し、所定の期間、当

該吸収合併契約の内容等を記載または記録した書面または電磁的記録を本店に備え

置き、これを各々の会社の株主および債権者の閲覧に供しなければならない。 

② Ｘ社がＹ社の総株主の議決権の90％以上を有する特別支配会社である場合、Ｘ社が

Ｙ社を吸収合併するにあたり、Ｘ社においては株主総会の承認を要しないが、Ｙ社に

おいては株主総会の承認を要する。 

③ Ｘ社に会社法上の親会社が存在する場合、Ｘ社がＹ社を吸収合併するにあたり、

Ｘ社は、Ｙ社の株主に対し、合併の対価として、Ｘ社の株式のほか金銭やＸ社の親

会社の株式を交付することができる。 

④ Ｘ社がＹ社を吸収合併するにあたり、Ｘ社による吸収合併に反対するＹ社の反対

株主は、原則として、Ｙ社に対し、自己の有する株式の公正な価格での買取りを請

求することができる。 

⑤ Ｘ社がＹ社を吸収合併するにあたり、Ｘ社およびＹ社は、各々の会社の債権者に

対して、当該吸収合併についての異議申立ての機会を与え、異議を申し出た債権者

に対し、原則として、弁済等をすることを要する。 
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第５問 ５－１ （３点） 

次の文章は、労働組合法上の労働組合について述べたものである。この文章中の下

線部①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つだけ選びなさい。 

 

 労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地

位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体または連合団体である。したが

って、例えば、①政治運動を主たる目的とする団体は、労働組合に該当しない。労働

組合は、労働者が自主的に組織するものであるから、労働組合の結成や運営につき、

使用者が支配し、または介入することは、原則として認められない。また、②使用者

が、労働組合に対し、その運営のための経費の支出につき経理上の援助をすること

は、原則として禁止される。他方、③労働組合が特定の工場事業場に雇用される労

働者の過半数を代表する場合に、使用者が労働組合との間で、労働者がその労働組合

の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することは認められている。 

 ここで、労働協約とは、労働組合が、使用者と対等の立場に立って交渉し、労働条

件等について取り決めたものをいう。労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し

または記名押印することによってその効力を生じる。 

 労働協約は、原則として、その労働協約を締結した労働組合の組合員にのみ適用さ

れるが、④１つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の４分の３以上が１つの

労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労

働者もその労働協約の適用を受ける。⑤労働協約の内容がすでに存在する就業規則の

内容と抵触する場合には、当該就業規則の内容が優先する。 
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第５問 ５－２ （３点） 

Ａ社は、裁判所の競売情報を見て、建物Ｘを競売で購入することを検討している。

次のア～オの記述は、Ａ社内において本件について話している甲と乙との会話の一

部である。この会話における乙の発言のうち、その内容が適切なものの組み合わせ

を①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．甲「建物Ｘは競売に付されていますが、建物Ｘが建築されている土地Ｙは競売に

付されていません。現在、建物Ｘと土地Ｙは同一人が所有しており、その

うちの建物Ｘのみに設定された抵当権が実行され、建物Ｘが競売に付され

たことがわかっています。この場合、当社が建物Ｘを競落するとどうなり

ますか。」 

乙「抵当権設定当時に建物Ｘと土地Ｙを同一人が所有していた場合には、当社が

競売で建物Ｘを競落すると、建物Ｘのために土地Ｙに法定地上権が成立す

るため、当社は土地Ｙを利用することができます。」 

イ．甲「抵当権設定当時に建物Ｘと土地Ｙを別々の者が所有していた場合はどうなり

ますか。」 

乙「抵当権設定当時に建物Ｘと土地Ｙを別々の者が所有していた場合、当社が建

物Ｘを競落しても、法定地上権は成立しません。そこで、民法上、建物Ｘ

を競落しようとする者には、その請求により、抵当権の設定されていない

土地Ｙも同時に競売に付させ、建物Ｘと共に競落することができる権利が

認められています。」 

ウ．甲「土地Ｙは、建物Ｘの建築されている土地の部分とその周囲の広大な空地の部

分からなる、かなり広い土地です。土地Ｙに法定地上権が成立する場合、

法定地上権はどの範囲で成立するのですか。」 

乙「法定地上権は、必ずしも建物の敷地部分に限定して成立するわけではなく、

建物の利用に必要な土地の範囲についても成立します。」 

エ．甲「土地Ｙに法定地上権が成立する場合、競落人は、土地Ｙを利用するために地

代を支払う必要がありますか。」 

乙「法定地上権は民法に基づいて認められる権利ですから、競落人は、土地Ｙの

利用の対価である地代を土地Ｙの所有者に支払う必要はありません。」 
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オ．甲「競落人は、土地Ｙに成立した法定地上権を第三者に対抗するには、登記をす

る必要がありますか。」 

乙「競落人は、建物Ｘのために土地Ｙに成立した法定地上権を第三者に対抗する

には、建物Ｘの登記または土地Ｙにつき地上権の登記が必要となります。」 

 

① アイウ  ② アウオ  ③ アエオ  ④ イウエ  ⑤ イエオ 

 

 

第５問 ５－３ （３点） 

Ｘ社は、服飾製品の製造と卸販売を行う日本の会社である。Ｘ社は、製品の生産拠

点をＡ国に移転し、また製造過程の一部をＡ国の法人であるＹ社に委託することと

した。この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないもの

を１つだけ選びなさい。 

 

① Ｘ社とＹ社との間の取引に関し民事上の法的紛争が生じた場合に備え、Ｘ社とＹ

社との間で国際裁判管轄の合意をする場合、日本の民事訴訟法上、当該合意は書面

または電磁的記録でしなければ効力を生じない。 

② Ｘ社とＹ社は、日本の民事訴訟法に従って、両者の間で生じた民事上の法的紛争

については日本の裁判所に訴えを提起しなければならない旨の国際裁判管轄の合意

をした。この場合であっても、実際に日本以外の国の裁判所に民事訴訟が提起され

たときに、当該合意が必ずしも有効なものと扱われるとは限らない。 

③ Ｘ社とＹ社との間に生じた民事上の法的紛争について、日本の裁判所とＡ国の裁

判所に、それぞれ同一の内容の民事訴訟が係属している場合、日本の民事訴訟法上、

日本の裁判所は、日本の裁判所に提起された訴えを却下しなければならない。 

④ Ｘ社とＹ社との間に生じた民事上の法的紛争について、Ｙ社が、Ａ国の裁判所に

民事訴訟を提起し、Ｙ社の請求を認容する旨の判決が言い渡された場合でも、当該

判決の内容を日本国内で執行するには、一定の要件の下で日本の裁判所の執行判決

を得る必要がある。 

⑤ Ｘ社とＹ社との間に生じた民事上の法的紛争について、日本の裁判所に民事訴訟

が提起され事件が審理される場合でも、当然に日本の法律が当該事件の準拠法とな

るとは限らない。 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 18 － 

第５問 ５－４ （３点） 

消費者保護法規に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合

わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．割賦販売法上、消費者が販売業者と提携している信販会社を利用して個別信用購

入あっせんの方法で30万円の宝石を購入した場合、消費者は、販売業者が宝石を引

き渡さないときであっても、信販会社に対して賦払金の支払いを拒むことができな

い。 

イ．割賦販売法上、販売業者は、その提携している信販会社を利用して個別信用購入

あっせんの方法で消費者に宝石を販売しようとする場合、消費者に対して、所定の

方法により、現金販売価格、代金の支払期間および回数、手数料の料率等を示さな

ければならない。 

ウ．割賦販売法上、販売業者が、消費者に対し、電話勧誘販売にかかる宝石の売買契

約の締結について勧誘を行い、消費者が、販売業者と提携している信販会社を利用

して個別信用購入あっせんの方法で宝石を購入した場合において、消費者と信販会

社との間で、立替払契約（個別信用購入あっせん関係受領契約）についてはクーリ

ング・オフを行使することができない旨を合意していたときには、消費者は、クー

リング・オフを行使することができない。 

エ．特定商取引法上、販売業者が、消費者に対し、電話勧誘販売にかかる宝石の売買

契約の締結について勧誘を行ったのに対し、消費者が売買契約を締結しない旨の意

思を表示した場合、販売業者は、当該消費者に対し、当該売買契約の締結について

再度の勧誘をしてはならない。 

オ．販売業者は、消費者の求めがないのに、消費者の自宅に電話を掛けて、消費者と

の間で電話勧誘販売にかかる宝石の売買契約を締結した。その後、消費者は、当該

売買契約を解除した。この場合、当該売買契約において解除されたときの違約金が

定められていたとしても、販売業者は、消費者に対し、特定商取引法の定める上限

を超える額の金銭の支払いを請求することができない。 

 

① アイオ  ② アウエ  ③ アウオ  ④ イウエ  ⑤ イエオ 
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第６問 ６－１ （２点） 

甲株式会社は、新規工場の建設資金を調達するため、募集株式の発行を検討してい

る。この場合に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わ

せを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．甲社が公開会社でない場合、甲社は、定款を変更して発行可能株式総数を増加さ

せるに際し、発行済株式総数の４倍を超えて発行可能株式総数を増加させることは

できない。 

イ．甲社が公開会社でない場合、甲社は、募集株式の発行にあたり、原則として、株

主総会の特別決議により、募集事項を決定しなければならない。 

ウ．甲社が株主割当てによる募集株式の発行を行おうとしたが、甲社の株主からは、

株式引受けの申込期日までに募集株式の数の３分の１に満たない引受けしかなく、

出資される財産の価額の総額は、新規工場の建設に必要な資金に満たなかった。こ

の場合、募集株式の発行手続の全部が無効となる。 

エ．甲社が公開会社である場合において、甲社の株主ではない第三者に株式を割り当

てる方法により募集株式の発行をするときは、甲社は、原則として、取締役会の決

議により募集事項を決定することができる。 

オ．甲社が募集株式を発行するにあたり、募集株式の引受人Ｘは、甲社の取締役Ｙと

共謀して、著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた。この場合、Ｘは、甲

社に対し、当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を支

払う義務を負う。 

 

① アイウ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イエオ  ⑤ ウエオ 
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第６問 ６－２ （２点） 

製造物責任法に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないものを

１つだけ選びなさい。 

 

① 小売業者Ａ社は、プライベートブランド甲を展開しており、食品や日用品等に共

通して自社の商標「甲」を付し、製造業者として自社の名称を表示し販売している。

甲ブランドで販売されている商品のうち、Ａ社がＢ社に製造を委託した飲料乙に、

製造段階でのミスが原因で異物が混入していたという欠陥があったため、Ａ社の店

舗で飲料乙を購入し飲用した消費者Ｃが負傷した。この場合、飲料乙を製造したＢ

社のほか、Ａ社にも、当該負傷により生じた損害について、Ｃに対する製造物責任

法に基づく損害賠償責任が成立する。 

② 建設業者Ａ社は、不動産業者Ｂ社からの注文を受け、住宅甲を建築した。住宅甲

には、Ａ社の作業員の杜撰な施工が原因で雨漏りするという欠陥があったため、Ｂ

社から住宅甲を購入した消費者Ｃの家財道具が多数汚損した。この場合、Ａ社には、

当該雨漏りにより生じた損害について、Ｃに対する製造物責任法に基づく損害賠償

責任は成立しない。 

③ 家具店を経営するＡ社は、Ｂ社の製造した照明器具甲をＣ社に販売した。照明器

具甲は、Ａ社の従業員によりＣ社の経営する店舗に設置されたが、当該従業員の過

失により適切に設置されなかったことが原因で、設置の直後に落下した。そのため、

Ｃ社は、２日間にわたり、当該店舗での営業を休止せざるを得なかった。この場合、

Ａ社には、当該店舗の休業により生じた損害について、Ｃ社に対する製造物責任法

に基づく損害賠償責任は成立しない。 

④ Ａ社の製造した加工食品甲には原材料としてアレルギー物質を含む食品が使用さ

れていたが、加工食品甲の容器包装にその旨が表示されていなかったという欠陥が

あったため、これに気付かず加工食品甲を購入し食した消費者Ｂが、アレルギー症

状を発し入院した。この場合、Ａ社には、当該アレルギー症状により生じた損害に

ついて、Ｂに対する製造物責任法に基づく損害賠償責任が成立する。 
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⑤ Ａ社の製造した自転車甲に、部品同士の溶接に不具合があるという欠陥があった

ため、消費者Ｂが自転車甲を購入した直後に、自転車甲は破損し使用不能となった。

この場合、自転車甲の破損以外にＢに損害が生じていなくても、Ａ社には、自転車

甲の破損により生じた損害について、Ｂに対する製造物責任法に基づく損害賠償責

任が成立する。 

 

 

第６問 ６－３ （２点） 

Ａ社は、Ｂ社にその経営資金を融資したが、その返済がなされる前に、Ｂ社の経営

状態が悪化し、Ｂ社は債務超過の状態に陥った。Ｂ社は、抵当権等の担保権がまっ

たく設定されていない、Ｂ社が所有する本社ビルおよびその敷地をＣ社に売却する

旨の不動産売買契約を締結し、その所有権移転登記を経た。そこで、Ａ社は、本件

不動産売買契約につき、詐害行為取消権を行使することを検討している。この場合

に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを１つだけ選びなさ

い。 

 

① Ａ社は、裁判上であるか裁判外であるかを問わず、本件不動産売買契約について

詐害行為取消権を行使することができる。 

② Ａ社は、本件不動産売買契約の取消しを求めて詐害行為取消訴訟を提起した。この

場合、当該訴訟の被告となるのはＣ社のみであり、Ｂ社は被告とならない。 

③ Ａ社は、Ｂ社およびＣ社のいずれも、本件不動産売買契約の締結時にＡ社を害する

ことを知らなかった場合であっても、本件不動産売買契約について、詐害行為取消権

を行使することができる。 

④ Ａ社は、裁判上、詐害行為取消権を行使して、本件不動産売買契約を取り消した。

この場合、Ａ社は、本件ビルおよびその敷地について、Ｃ社から自社への所有権移転

登記を請求することができる。 

⑤ Ｃ社は、本件ビルおよびその敷地を第三者であるＤ社に売却し、その所有権移転登

記を経た。この場合、Ａ社は、Ｄ社が本件ビルおよびその敷地を購入する時点でＡ社

を害することを知っていたか否かにかかわらず、本件不動産売買契約について、詐害

行為取消権を行使することができない。 
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第６問 ６－４ （２点） 

株式会社の設立に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合

わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．株式会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額は、定款に必ず

記載または記録されなければならない事項である。 

イ．発行可能株式総数は、定款作成時に定められる必要はなく、株式会社成立の時ま

でに定められれば足りる。 

ウ．株式会社の設立時に現物出資がなされる場合、現物出資の目的財産およびその価

額等が定款に記載または記録されなければ、当該定款そのものが無効となる。 

エ．株式会社の成立時における現物出資の目的財産の価額が、定款に記載または記録

された価額に著しく不足する場合、発起人および設立時取締役は、原則として、当

該会社に対し、連帯してその不足額を支払う義務を負う。 

オ．株式会社の設立にあたりなされた財産引受けに関する事項が、設立時に作成され

た定款に記載または記録されていなかった場合、設立後の会社は、当該財産引受け

を追認することができる。 

 

① アイエ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イウオ  ⑤ ウエオ 

 

 

第７問 ７－１ （２点） 

環境保全関連法および社会福祉関連法に関する次のア～オの記述のうち、その内容

が適切なものの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．法律と条令がいずれも同一の環境保全目的で規制を行っている場合、条例は法律

の規制の範囲内でのみ定め得るものであるため、企業は法律の規制にのみ従えば足

りる。 

イ．資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）は、一定の業種に

属する事業者に対し、廃棄物の発生抑制（リデュース）、部品等の再利用（リユー

ス）、再生利用（リサイクル）のための取組みを求めている。 
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ウ．廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）上、事業活動に伴って生じ

た廃棄物はすべて産業廃棄物に該当し、事業者は、その排出した産業廃棄物を所定

の基準に従って処理しなければならない。 

エ．高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）上、

医療法人が病院を新設する場合、当該医療法人は、高齢者や障害者の移動や利用上

の利便性等を向上させるため、一定の基準に適合させることを義務付けられる。 

オ．身体障害者補助犬法上、公共交通事業者等は、その管理する公共交通機関等を身

体障害者が利用する場合、原則として、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならな

い。 

 

① アイウ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イエオ  ⑤ ウエオ 

 

 

第７問 ７－２ （２点） 

仲裁法に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものを○、適切でない

ものを×とした場合の組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．仲裁合意は、必ずしも書面でする必要はなく、口頭の合意でも成立する。 

イ．契約当事者間で、当該契約に関する民事上の法的紛争は仲裁により解決する旨の

仲裁合意が成立した。この場合であっても、当事者間に当該契約に関する民事上の

法的紛争が生じ、一方当事者が当該合意に従わず裁判所に民事訴訟を提起したとき

は、その相手方は当該合意を根拠として裁判所に当該民事訴訟の却下を求めること

はできない。 

ウ．仲裁においては、当事者の合意により、仲裁人を選任することができる。 

エ．仲裁手続における審理は、公開して行うことが義務付けられている。 

オ．仲裁人によってなされた仲裁判断には、確定判決と同一の効力が認められる。 
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① ア－×  イ－×  ウ－○  エ－×  オ－○ 

② ア－○  イ－○  ウ－○  エ－○  オ－× 

③ ア－×  イ－×  ウ－○  エ－○  オ－× 

④ ア－○  イ－×  ウ－○  エ－×  オ－○ 

⑤ ア－×  イ－×  ウ－×  エ－○  オ－× 

 

 

第７問 ７－３ （２点） 

株式会社の解散および清算に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なも

のの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．株式会社が株主総会の決議によって解散する場合、当該決議は特別決議であるこ

とを要する。 

イ．株式会社は、破産手続開始の決定を受けると解散する。 

ウ．清算手続中の株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは

存続するものとみなされる。 

エ．解散前に株式会社の取締役であった者は、当該株式会社の清算人となることがで

きず、裁判所が職権により清算人を選任しなければならない。 

オ．清算人は、債権の取立ておよび債務の弁済をすることはできるが、残余財産の分

配をすることはできない。 

 

① アイウ  ② アウエ  ③ アエオ  ④ イウオ  ⑤ イエオ 
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第７問 ７－４ （２点） 

Ａは、Ｂから、Ｂの所有する中古住宅を購入し、代金を支払ったが、所有権移転登

記を経ていない。この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切

でないものを１つだけ選びなさい。 

 

① Ｂが所有権移転登記手続に協力しないため、Ａは、Ｂを相手方として所有権移転

登記手続請求訴訟を提起し、Ａの請求を認容する旨の確定判決を得た。この場合、

Ａは、単独で本件所有権移転登記の申請をすることができる。 

② Ａは、所有権移転登記の申請に必要な手続上の条件が整わないため、所有権移転

の仮登記を経た。当該手続上の条件が整った後、当該仮登記に基づく本登記がなさ

れる前に、Ｂは、本件住宅を第三者Ｃに二重に譲渡し、所有権移転登記がなされた。

この場合、Ａは、当該仮登記に基づく本登記がなされれば、Ｃに対し、本件住宅の

所有権の取得を対抗することができる。 

③ 本件住宅には、本件売買契約締結の前から、Ｂが債権者Ｃに対して負う金銭債務

の担保として抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。この場合、Ｂから

Ａへの所有権移転登記がなされると、当該抵当権は消滅し、抵当権設定登記も抹消

される。 

④ 本件住宅には、本件売買契約締結の前から、Ｂの債権者Ｃの申立てに基づく差押

えの登記が付されていた。この場合、ＢからＡへの本件住宅の所有権移転登記がな

されても、その後に当該差押えに基づく強制執行により、第三者Ｄが本件住宅を競

落すると、Ｄへの本件住宅の所有権移転登記がなされるとともに、Ａに対する所有

権移転登記は抹消される。 

⑤ 第三者Ｃは、ＡおよびＢに対する強迫によりＡへの所有権移転登記の申請を妨げ、

Ａが登記を経ないうちにＢから本件住宅を買い受けてＣへの所有権移転登記を経た。

この場合、Ａは、登記なくして本件住宅の所有権をＣに対抗することができる。 
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第８問 ８－１ （２点） 

酒造会社のＸ社は、自社が経営する直販所において、製品を消費者に販売している。

この場合に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを

①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ｘ社が直販所に来店した消費者Ｙに製品を販売した場合、その販売方法が訪問販

売や割賦販売に該当しなくても、その取引には消費者契約法が適用される。 

イ．消費者Ｙは、Ｘ社からの勧誘を受けることなく直販所を自ら訪れて、製品を購入

し代金の全額を支払った。この場合、消費者契約法上、Ｙは、一定の期間内であれ

ば、クーリング・オフを行使して、製品の売買契約を無条件で解除することができ

る。 

ウ．Ｘ社の直販所において、製品の説明や販売の勧誘を担当していたＸ社の従業員Ｚ

が、消費者Ｙが帰りたいと申し出ているにもかかわらず、これを無視して勧誘を継

続し、困惑したＹに製品を購入させた。この場合、Ｙは、消費者契約法に基づき、

製品の売買契約を取り消すことができる。 

エ．Ｘ社の直販所において、Ｘ社の従業員Ｚが、Ｘ社の製造したワインの説明をする

に際し、消費者Ｙに対し、「このワインは、有機無農薬栽培のぶどうのみで作られ

ています」との不実の告知を行い、これを事実だと誤認したＹに当該ワインを購入

させた。この場合、Ｙは、当該ワインの売買契約を取り消すことができる。 

オ．Ｘ社は、直販所内に「当社は、当社の製品の隠れた瑕疵によりいかなる損害が生

じても、その責任を一切負いません」との表示をしている。この場合、Ｘ社は、製

品を購入した消費者Ｙに当該製品の隠れた瑕疵により生じた損害について、民法の

瑕疵担保責任の規定による責任をすべて免れることができる。 

 

① アイエ  ② アウエ  ③ アウオ  ④ イウオ  ⑤ イエオ 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 27 － 

第８問 ８－２ （２点） 

会社法上の公開会社であるＸ株式会社では、唯一の監査役としてＹが選任されてい

る。この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを１つ

だけ選びなさい。 

 

① Ｙは、Ｘ社の株主から申立てがあったときに限り、Ｘ社の取締役等に対して事業

の報告を求め、またはＸ社の業務および財産の状況の調査をすることができる。 

② Ｘ社は、Ｙの監査の範囲を会計に関するもの（会社監査）に限定する旨を定款で

定めることができる。 

③ Ｘ社は、Ｙが適切にその職務を行っていない場合、取締役会の決議によりＹを解

任することができる。 

④ Ｙは、その職務を行うため必要があるときであっても、Ｘ社の会社法上の子会社

であるＺ社の財産の状況を調査することはできない。 

⑤ Ｘ社が監査役会を設置するには、Ｙのほかに少なくとも２名の監査役を選任しな

ければならず、全監査役のうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 28 － 

第８問 ８－３ （２点） 

民事訴訟手続に関する次の文章中の下線部(a)～(e)の記述のうち、その内容が適切

なものの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

 民事訴訟において、訴えが提起され、裁判官に事件が分配されると、裁判官は訴状

を審査する。そして、(a)裁判官は、訴状に記載された請求内容が認容されず原告に

勝訴の見込みがないことが明らかであると判断したときは、直ちにその訴状を却下し

なければならない。 

 訴えを提起する裁判所は、原告が自由に選べるわけではなく、管轄権のある裁判所

でなければならない。(b)民事訴訟において第一審の管轄裁判所となるのは、例え

ば、被告の住所地を管轄する裁判所や財産権上の訴えについての義務履行地を管轄

する裁判所であり、当事者間の合意によりこれらと異なる裁判所を管轄裁判所とする

ことは認められない。 

 訴えが提起されると、第１回の口頭弁論期日が指定され、訴状が被告に送達される。

第１回の口頭弁論期日では、通常、原告は訴状の陳述を行い、被告は答弁書の陳述を

行う。(c)第１回の口頭弁論期日に被告が欠席した場合であっても、被告が事前に答

弁書を提出していたときには、当該答弁書に記載された内容がそのまま陳述されたも

のとみなされる。 

 裁判所は、事件の争点や証拠を整理するために必要があるときは、事件を弁論準備

手続に付することができる。(d)弁論準備手続は、原則として非公開の手続であり、

準備書面の提出、証拠の申出、文書の証拠調べ等が行われる。 

 訴訟が進行して争点が明らかとなり、裁判所の心証が形成されれば、口頭弁論は終

結し、判決が下される。(e)判決は、その言渡しによってその効力を生じるが、裁判

所は、当事者双方が在廷していなければ、判決の言渡しをすることはできない。 

 

① ａｂ  ② ａｃ  ③ ｂｅ  ④ ｃｄ  ⑤ ｄｅ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 29 － 

第８問 ８－４ （２点） 

相殺に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～

⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ａ社は、Ｂ社に対し、履行期の到来している100万円の貸金債権を有している。

また、Ｂ社は、Ａ社に対し、履行期の到来していない70万円の請負代金債権を有し

ている。この場合、民法上、Ａ社は、貸金債権を自働債権、請負代金債権を受働債

権として相殺することにより、請負代金債務を免れることができる。 

イ．Ａ社は、Ｂ社に対し、履行期の到来している100万円の貸金債権を有している。

また、Ｂ社は、Ａ社に対し、履行期の到来している30万円の商品の引渡請求権を有

している。この場合、民法上、Ｂ社は、商品の引渡請求権を自働債権、貸金債権を

受働債権として相殺することにより、30万円の限度で借入金債務を免れることがで

きる。 

ウ．Ａ社は、Ｂ社に対し、履行期の到来している100万円の貸金債権を有している。

また、Ｂ社は、Ａ社に対し、履行期の到来していない80万円の売掛金債権を有して

いる。この場合、民法上、Ｂ社は、売掛金債権を自働債権、貸金債権を受働債権と

して相殺することにより、80万円の限度で借入金債務を免れることができる。 

エ．Ａ社は、Ｂ社に対し、履行期の到来している100万円の貸金債権を有している。

また、Ｂ社は、Ａ社に対し、履行期の到来している50万円の工作機械の引渡請求権

および履行期の到来してない70万円の請負代金債権を有している。この場合、民法

上、Ａ社は、貸金債権を自働債権、工作機械の引渡請求権および請負代金債権を受

働債権として相殺することにより、100万円の限度で工作機械の引渡債務および請

負代金債務を免れることができる。 

オ．Ａ社は、Ｂ社に対し、履行期の到来している100万円の貸金債権を有している。

また、Ｂ社は、Ａ社に対し、Ａ社の不法行為により生じた60万円の損害賠償債権を

有している。この場合、民法上、Ａ社は、貸金債権を自働債権、損害賠償債権を受

働債権として相殺をすることができない。 

 

① アウ  ② アオ  ③ イエ  ④ イオ  ⑤ ウエ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 30 － 

第９問 ９－１ （２点） 

公益通報者保護法に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み

合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ｘ社の経理担当者Ｙは、経理部長が不正経理によりＸ社の金員をだまし取ってい

ることを知った。Ｙがこの事実につき行政機関に対して公益通報をする場合と報道

機関に対して公益通報をする場合とでは、Ｙが公益通報者保護法による保護を受け

るための要件は異なる。 

イ．Ｘ社の株主総会の担当者Ｙは、株主Ｚに対し、Ｘ社の計算で利益を供与して、株

主総会でＸ社の経営陣に有利な議決をするよう働きかけた。Ｙは、この事実につき

行政機関に対して公益通報をすれば、公益通報者保護法により、刑の減免の特典を

受けることができる。 

ウ．個人情報保護法に抵触する事実は公益通報の対象ではないため、Ｘ社の従業員Ｙ

は、Ｘ社が個人情報保護法に抵触する措置をとっていることを知り、この事実につ

き処分や勧告等の権限を有する行政機関に申告したことを理由としてＸ社から解雇

されたとしても、公益通報者保護法による保護を受けることはできない。 

エ．Ｘ社の従業員Ｙは、Ｘ社が廃棄物処理法に違反して公益通報の対象となる措置を

とっていることを知り、この事実につきＸ社の公益通報窓口に対して公益通報をし

た。その後、Ｘ社は、Ｙの勤務態度が著しく不良であることを名目としてＹを解雇

したが、解雇の実質的な理由が公益通報をしたことである場合、当該解雇は無効で

ある。 

オ．Ｘは、労働者派遣事業法上の派遣元事業主であるＹ社との間で雇用契約を締結し、

Ｙ社からＺ社に派遣されている派遣労働者である。Ｘは、Ｚ社において、金融商品

取引法に基づき作成が義務付けられている報告書に虚偽の記載が日常的に行われて

いることを知り、この事実につき行政機関に対して公益通報をした。この場合、Ｚ

社は、Ｘが公益通報をしたことを理由として、Ｙ社に派遣労働者の交代を求めるな

ど、Ｘに対する不利益な取扱いをしてはならない。 

 

① アイエ  ② アウオ  ③ アエオ  ④ イウエ  ⑤ イウオ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 31 － 

第９問 ９－２ （２点） 

貸主Ａ社が、借主Ｂとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭の貸付けを行う場合

に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものを○、適切でないものを

×としたときの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ａ社と商店を営むＢとの間で締結された本件金銭消費貸借契約において、利息に

関し何ら約定がなされていなくても、Ａ社は、Ｂに対し、法定利息の支払いを請求

することができる。 

イ．本件金銭消費貸借契約において返還時期が定められなかった場合、Ａ社は、貸金

の返還を請求するには、Ｂに対して、相当の期間を定めて催告を行う必要がある。 

ウ．金銭消費貸借契約の利息については、利息制限法上、その上限が元本の額に応じ

て法定されているため、Ａ社とＢとの間の本件金銭消費貸借契約においてその上限

を数％超える利率による利息の約定がなされた場合、本件金銭消費貸借契約は、当

該上限を超える利息の部分に限り無効となる。 

エ．貸金業法上の貸金業者であるＡ社は、Ｂとの間で金銭消費貸借契約を締結する場

合において、一定の要件を充たすときは、犯罪による収益の移転防止に関する法律

（犯罪収益移転防止法）に基づき、Ｂの氏名等の本人特定事項等の確認を行わなけ

ればならない。 

オ．貸金業法上の貸金業者であるＡ社は、個人顧客であるＢを相手方とする貸付けに

かかる契約を締結しようとする場合において、当該契約の締結により、Ｂの借入残

高がその年収等の一定割合を超えるときは、原則として、当該貸付けにかかる契約

を締結してはならない。 

 

① ア－○  イ－○  ウ－○  エ－○  オ－○ 

② ア－○  イ－○  ウ－○  エ－○  オ－× 

③ ア－○  イ－○  ウ－×  エ－○  オ－○ 

④ ア－○  イ－×  ウ－○  エ－×  オ－○ 

⑤ ア－×  イ－○  ウ－×  エ－○  オ－× 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 32 － 

第９問 ９－３ （２点） 

商品のデザインの法的保護に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なも

のの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ｘ社は、液晶画面に直接触れることで操作できる腕時計を開発した。この場合、

当該腕時計がその機能を発揮できる状態にするために行われる操作に必要な画像と

して当該腕時計に表示されるものは、意匠権の対象となり得る。 

イ．Ｘ社は、自社の新商品のデザインをホームページで自ら公開した。この場合であ

っても、自ら公開したデザインは公知の意匠に該当することはないため、Ｘ社は、

当該デザインについて意匠権の設定登録を受けることができる。 

ウ．Ｘ社は、自社が開発したデジタル音楽プレイヤーが、Ｘ社を代表する非常に著名

な商品となったため、自社がインターネットを通じて提供しているデジタル音楽配

信サービスのサービスマーク（商標）として、当該音楽プレイヤーの形状を模した

マークを使用することを検討している。Ｘ社は、当該サービスマークのように文字

をまったく使わない商標であっても、商標権の設定登録を受けることができる。 

エ．Ｘ社は、斬新なデザインのパソコンを開発し販売したが、そのデザインについて

意匠権の設定登録を受けていない。Ｘ社が当該パソコンの販売を開始した３ヶ月後、

Ｙ社は、Ｘ社の当該パソコンのデザインを模倣したパソコンを製造し販売した。こ

の場合、Ｘ社は、原則として、不正競争防止法に基づき、Ｙ社に対して、Ｘ社が被

った損害について損害賠償請求をすることができる。 

オ．Ｘ社は、開発中のスマートフォンの新規なデザインを厳重に秘密として管理して

いる。この場合において、Ｘ社の従業員Ｙは、当該デザインを第三者に漏洩し不正

の利益を得たときは、刑事上の責任を負うことはないが、民事上の責任を負うこと

はある。 

 

① アイウ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イエオ  ⑤ ウエオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 33 － 

第９問 ９－４ （２点） 

運送会社であるＡ社は、自社の事業に使用する自動車の修理を社内で行っており、

修理の一部を自働車の整備業者であるＢ社に委託している。この場合に関する次の

ア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑤の中から１つだ

け選びなさい。なお、Ａ社は下請代金支払遅延等防止法（下請法）上の親事業者に

該当し、Ｂ社は下請法上の下請事業者に該当するものとする。 

 

ア．Ａ社は、Ｂ社に自動車の修理を委託した場合、原則として、直ちに、Ａ社および

Ｂ社の商号、給付の内容、給付を受領する期日等を記載した書面をＢ社に交付しな

ければならないが、書面の交付は、Ｂ社の承諾の有無にかかわらず、電子メール等

の方法に代えることができる。 

イ．Ａ社は、Ｂ社に自動車の修理を委託した場合、原則として、Ｂ社が修理した自動

車を受領した日から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内において、

下請代金を支払う期日を定めなければならない。 

ウ．Ａ社は、Ｂ社に対し、自社と取引をする条件として、下請代金の額に一定率を乗

じて得た額を協賛金として負担することを要請し、Ｂ社に応じさせた。この場合で

あっても、Ａ社は、Ｂ社の責めに帰すべき理由がないのに、Ｂ社に支払うべき下請

代金の額から協賛金に相当する額を減ずることはできない。 

エ．Ａ社は、正当な理由がなければ、Ｂ社に対し、自動車の修理を委託する条件とし

て、Ａ社の指定する物を強制して購入させることはできない。 

オ．Ａ社は、Ｂ社に対し、自動車の修理を委託した。この場合、Ａ社が、Ｂ社に対し、

下請代金の支払いにつき、現金ではなく、振出日から支払期日までの期間（手形サ

イト）が180日の手形を交付しても下請法に違反しない。 

 

① アイウ  ② アイオ  ③ アエオ  ④ イウエ  ⑤ ウエオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 34 － 

第10問 10－１ （２点） 

売買契約における売主Ａが買主Ｂの協力を得て行う売買代金債権の回収に関する次

の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。 

 

① Ｂは、第三債務者Ｃに対して金銭債権を有するが、当該金銭債権にはＣとの間で

債権譲渡を禁止する旨の特約が付されている。この場合おいて、当該金銭債権につ

いて、ＡとＢとの間でＡがＢに代わってＣから債権の取立てを行う旨の委託を受け

る代理受領の合意がなされたとしても、当該代理受領の合意は、譲渡禁止特約を潜

脱するものであり、無効である。 

② Ｂは、Ａが代物弁済を認めない意思を明示している場合であっても、売買代金債

務の額を超える価値を有する物をＡに給付することにより、Ａの承諾がなくても、

売買代金債務を消滅させることができる。 

③ Ａは、Ｂとの間で売買契約を締結する際に、売買代金債権を保全するため、Ｂが

売買代金債務を弁済するまでは売買目的物の所有権をＡが留保する旨の所有権留保

の特約をし、売買目的物をＢに引き渡した。Ａは、所有権留保の特約に基づき当該

売買目的物をＢの元から引き揚げる場合でも、原則として、Ｂの同意を得なければ

ならない。 

④ Ｂが売買代金の一部をＡに支払った後に、ＡとＢとの間で、売買代金の残債務相

当額につき、ＢがＡから借り入れるという形式をとる旨の契約を締結したとしても、

当該契約は、もともとの売買代金債務の内容を変更するものであるから、無効であ

る。 

⑤ Ｂが売買代金債務を弁済しない場合に、Ａが売買代金債権を第三者Ｃに譲渡し、

その譲渡代金から売買代金債権を回収するには、Ａ、ＢおよびＣの三者が当事者と

なって債権譲渡契約を締結する必要があり、三者による契約がない限り、債権譲渡

は無効である。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 35 － 

第10問 10－２ （２点） 

不法行為に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つ

だけ選びなさい。 

 

① Ａ社は、スポーツクラブを運営する会社であるが、スポーツクラブ内の一部のラ

ンニングマシンが故障していたのに修理を怠り、また、故障の周知を徹底していな

かった。そのため、スポーツクラブの利用者Ｂは、故障の事実を知らずに故障した

ランニングマシンを使用したことが原因で負傷した。この場合、Ａ社とＢとの間に

は施設利用契約が存在するため、Ｂの被った損害の賠償にあたっては、Ａ社に民法

709条等の不法行為責任は生じ得ないが、Ａ社に当該契約上の責任は生じ得る。 

② Ａ社は、Ｂ社からＢ社所有の建物を賃借しているが、当該建物の外壁の一部が崩

落し、付近を通行していたＣにその破片が当たり負傷させた。この場合、Ａ社は、

損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば、Ｃに対する民法

717条の土地工作物責任の規定に基づく損害賠償責任を免れることができる。 

③ 酒類の小売業者であるＡ社の従業員Ｂは、顧客から注文を受けた商品を自転車で

配達する途中、前方不注意により通行人Ｃに接触し負傷させた。この場合、Ａ社は、

Ｂの選任およびその事業の監督について相当の注意をしたこと、または相当の注意

をしても損害が生ずべきであったことを証明することができなければ、Ｃに対し民

法715条の使用者責任の規定に基づく損害賠償責任を負う。 

④ ５歳の幼児Ａは、自宅マンションンのベランダで親権者Ｂと遊んでいたが、ふざ

けてベランダの外に向けて投げた玩具が付近を通行中のＣに当たり負傷させた。こ

の場合、Ａは、責任能力がないため、Ｃに対し民法709条の不法行為の規定に基づ

く損害賠償責任を負わないが、Ａの監督義務者であるＢは、その義務を怠らなかっ

たこと、またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを証明するこ

とができなければ、Ｃに対し民法714条の監督義務者の責任の規定に基づく損害賠

償責任を負う。 

⑤ Ａは、Ｂ、ＣおよびＤから暴行を受け、負傷した。Ｂ、ＣおよびＤの行為が民法

719条に規定する共同不法行為に該当する場合、Ｂ、ＣおよびＤは、Ａの被った損

害について、連帯して損害賠償責任を負う。 
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第10問 10－３ （２点） 

倉庫寄託契約に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わ

せを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．商法上、倉庫営業者は、自己またはその使用人が受寄物の保管に関し注意を怠ら

なかったことを証明しない限り、受寄物の滅失または毀損に関し損害賠償責任を免

れることができない。 

イ．受寄者が受寄物の所有権を取得し、返還時に受寄物と種類、品質および数量の点

で同じ物を寄託者に返還する場合、商法上、当該受寄者は、倉庫営業者に該当しな

い。 

ウ．倉庫営業者には、民法上、受寄物について留置権が認められているが、先取特権

は認められていない。 

エ．倉庫営業者は、民法上、寄託者の承諾があるときは、他の倉庫営業者に受寄物を

保管させることができる。 

オ．倉庫営業者は、商法上、寄託者の請求があればいつでも受寄物を返還しなければ

ならず、倉庫証券が発行されている場合であっても、証券と引換えでなければ返還

しない旨を主張することはできない。 

 

① アイエ  ② アイオ  ③ アウオ  ④ イウエ  ⑤ ウエオ 
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第10問 10－４ （２点） 

Ｘ株式会社は、取引先であるＹ株式会社に対して多額の売掛金債権を有しているが、

Ｙ社からの弁済が滞っており、その支払期限の延期の申出を受けている。次の①～

⑤の記述は、本件に関し、Ｘ社内において倒産処理手続について話している甲と乙

の会話の一部である。この会話における乙の発言のうち、その内容が最も適切でな

いものを１つだけ選びなさい。 

 

① 甲「Ｙ社については、倒産した場合も視野に入れて対応を検討する必要がありま

すが、当社に支払いの延期を求めていることからすれば、少なくとも現時

点では再建を目指しているように思います。再建型の法的整理手続には、

会社更生法に基づく会社更生手続と、民事再生法に基づく民事再生手続と

がありますが、両者はどのような点が異なりますか。」 

乙「まず、会社更生手続は株式会社のみを適用対象としているのに対し、民事再

生手続は株式会社以外の法人や自然人も適用対象としている点が異なりま

す。」 

② 甲「そのほかに、両手続は、どのような点が異なりますか。」 

乙「会社更生手続においては、裁判所から選任された管財人に事業経営権や会社

財産の管理処分権が移行しますが、民事再生手続においては、原則として、

従来の経営陣が引き続きＹ社の事業経営を行い、財産を管理します。」 

③ 甲「では、Ｙ社について仮に民事再生手続開始の決定がなされた場合、その後の

手続はどのように進められますか。」 

乙「Ｙ社について民事再生手続開始の決定がなされた場合、これと同時に、債権

届出期間と債権調査期間が定められます。そして、Ｙ社は、原則として、

裁判所の定める期間内に再生計画案を作成し、裁判所に提出しなければな

りません。この再生計画案について、債権者集会の決議または書面による

決議が行われます。」 
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④ 甲「Ｙ社について民事再生手続が開始された場合、民事再生手続開始の前から当

社がＹ社に対して有する売掛金債権はどのような取扱いを受けるのです

か。」 

乙「民事再生手続開始前の原因に基づき当社がＹ社に対して有する売掛金債権は

再生債権となり、原則として、再生計画に従って弁済を受けることになり

ます。」 

⑤ 甲「当社は、当社が第三者に対して負っていた金銭債務について、Ｙ社に立替払

いをしてもらいましたが、まだ立替払金をＹ社に弁済していません。Ｙ社

について民事再生手続が開始された場合、当社は、この立替払金の返還債

務と売掛金債権とを相殺することで、売掛金債権の実質的な回収を図るこ

とはできないでしょうか。」 

乙「債権者間の公平を図るため、民事再生手続が開始した後は、再生債権者は、

自己の債務と再生債権とを相殺することはできません。したがって、当社

は、Ｙ社に対して負う立替払金の返還債務と、Ｙ社に対して有する売掛金

債権とを相殺することはできません。」 

 

 


