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第１問 １－１ （３点） 

Ｘ社は、自社の新商品である電気シェーバー甲を発売するに際して、インターネッ

ト上の自社のホームページに広告を掲載するとともに、景品や懸賞などを付する大

規模な新発売キャンペーンを行うことを検討している。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．Ｘ社は、服飾品を製造するＹ社の協力を得て、甲の初期出荷分すべてについて、

購入者全員にＹ社のネクタイピンを景品として提供することとした。この場合、景

品表示法上、景品とすることのできるネクタイピンの価額には甲の取引価額に応じ

て一定の制限がなされている。 
 

イ．Ｘ社は、甲の初期出荷分に抽選券を封入して、豪華旅行等の賞品が当たる懸賞を

行うこととした。この場合、景品表示法上、当該懸賞で提供される賞品の総額には

制限がなされているが、個々の賞品の価額についての制限はなされていない。 
 

ウ．Ｘ社は、インターネット上の甲の公式サイトにおいて、甲の性能について、競合

他社の製品よりも著しく優良である旨の表示をしたが、当該表示について内閣総理

大臣（消費者庁長官）から一定期間内に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。この場合において、Ｘ社が当該期間内に合理的な根拠を示す

資料を内閣総理大臣（消費者庁長官）に提出しないときは、当該公式サイトにおけ

る表示は、内閣総理大臣（消費者庁長官）の行う措置命令については、不当な表示

とみなされる。 
 

エ．Ｘ社は、インターネット上の甲の公式サイトにおける甲の広告において、甲の性

能について、実際よりも著しく優良であると誤解される表示を行った。この場合、

消費者契約法に規定する適格消費者団体は、Ｘ社に対し、当該表示をやめるよう請

求することができる。 
 

オ．Ｘ社は、甲の新発売キャンペーンの実施にあたり、景品表示法に基づく景品類の

提供に関する事項の制限に違反する景品の提供を行った。この場合、内閣総理大臣

（消費者庁長官）は、一定の要件を充たすときは、当該制限に違反したことを理由

としてＸ社に対し課徴金の納付を命じることができる。 

 

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

保証に関する次の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 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者の間の口頭の合意により有効に成

立し、書面または電磁的記録によってなされる必要はない。 

 

② 保証人は、主たる債務者から委託を受けたか否かにかかわらず、主たる債務者の

資力の不安等から、事後の求償権の行使では満足できなくなるおそれがあるときは、

保証債務の履行に先立ち、あらかじめ求償権を行使することができる。 

 

③ 保証人が複数いる場合の保証債務の額は、保証人の人数に応じて分割されるのが

原則であるから、複数の連帯保証人がいる場合、別段の意思表示がない限り、各連

帯保証人の負う保証債務の額は、連帯保証人の数に応じて分割される。 

 

④ 民法上、貸金等根保証契約における保証人は、主たる債務に関する利息および違

約金については、その履行をする責任を負うが、主たる債務に関する損害賠償債務

については、その履行をする責任を負わない。 

 

⑤ 民法上、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、債権者と保証人との間

で定めた元本確定期日が到来する前であっても、主たる債務者が死亡した場合には

確定する。 
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第１問 １－３ （３点） 

次のア～オの記述は、Ｘ社内において株主総会について検討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「株主に対する株主総会の招集通知の発送には多大な手間と費用を要します。

これらの手間と費用を省くため招集通知の発送等を省略することはできま

すか。」 

乙「当社は、株主の過半数の同意があれば、招集通知の発送等の手続を省略して

株主総会を開催することができます。」 

 

イ．甲「会社法上、定款を変更するための株主総会の決議要件は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の２以上とされていますが、これを下回

る決議要件にすることはできますか。」 

乙「会社法上、特別決議事項については、議決権を行使することができる株主の

議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分

の２以上の多数で決議することが必要です。定款によってこれらの要件を

加重することは認められますが、特別決議事項の決議要件を出席した当該

株主の議決権の３分の２未満に緩和することはできません。」 

 

ウ．甲「当社が、株主総会の決議において、株主であるＡに対し、議案に賛成しても

らう見返りに金銭を交付した場合、会社法上の問題はありますか。」 

乙「会社法上、株主の権利の行使に関し、会社の計算において、財産上の利益を

供与する、利益供与は禁止されています。利益供与に関与した取締役等は、

その過失の有無にかかわらず、供与した利益の価格に相当する額を会社に

支払う責任を負います。」 

 

エ．甲「株主総会に出席できない株主が議決権を行使する方法はありますか。」 

乙「株主が、代理人により議決権を行使する方法や、書面または電磁的方法によ

って議決権を行使することができる旨を定める方法があります。当社に議

決権を有する株主が1000人以上いる場合には、当社は、原則として、書面

または電磁的法方法による議決権行使を可能にすることが義務付けられま

す。 
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オ．甲「当社は、株主の議決権の行使について、株主ごとに異なる取扱いをすること

ができますか。」 

乙「株主平等原則に基づいて、各株式の内容は平等であって、かつそれを前提に

各株式の取扱いは平等であることが求められます。しかし、会社法上の公

開会社でない当社は、定款の定めにより、株主の議決権の行使について、

株主ごとに異なる取扱いをすることができます。」 

 

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

損害賠償責任に関する次のア～オの記述うち、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．交通事故について運行供用者が自動車損害賠償保障法に基づき負う損害賠償責任

は、運行供用者が一定の要件を充たしていることを証明できれば、免除される。 

 

イ．農林水産物であっても加工されたものであれば、製造物責任法上の製造物に該当

し、加工された農林水産物に欠陥があり、その欠陥により人の生命、身体または財

産に被害が生じた場合、製造物責任法に基づく損害賠償責任が生じ得る。 

 

ウ．旅館が宿泊客から荷物の寄託を受け、当該荷物が損壊した場合、当該旅館は、善

良な管理者の注意義務を果たしていたことを証明することができれば、商法上、損

害賠償責任を免れる。 

 

エ．労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、使用者は、原則として、そ

の費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担する義務を負う。 

 

オ．民法上の土地工作物責任について、土地の工作物の占有者は、土地の工作物の設

置または保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合、当該損害の発生

を防止するのに必要な注意をしていたとしても、損害賠償責任を免れることはでき

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２問 ２－１ （３点） 

著作権に関する次の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が創作した著作物甲を、著作物甲の著作者ではないＢが翻案し、パロディ作品

である作品乙を創作した。この場合において、Ｂがその翻案にあたり著作物甲に新

たな創作性を付加して作品乙を創作していたとしても、作品乙は、著作権法上の二

次的著作物に該当しない。 

 

② コンピュータソフトウェアの制作会社であるＡ社は、Ｂ社からプログラムの開発

の委託を受け、従業員10名からなる開発チームを組織してプログラムの開発に当た

らせ、プログラム甲を完成させた。プログラム甲はＢ社に納品されたが、Ａ社を著

作者としてプログラム甲が公表されることはなかった。この場合、プログラム甲の

著作者は、当該開発チームの従業員10名となる。 

 

③ ＡとＢは、共同して著作物甲を創作した。その後、Ａが死亡し、さらにその２年

後にＢが死亡した場合、著作物甲についての著作権は、原則として、Ｂの死後50年

を経過するまでの間、存続する。 

 

④ Ａは、自らが創作した著作物甲についての著作権をＢに譲渡した。この場合、Ｂ

は、当該著作権の譲渡について、その旨の登録を経ていなくても、その後にＡから

当該著作権の譲渡を受けたＣに対抗することができる。 

 

⑤ Ａは、著作物甲が記録されている市販のＤＶＤを購入した。当該ＤＶＤは技術的

保護手段により複製が防止されており、Ａは、そのことを知りながら、当該技術的

保護手段を回避し、当該ＤＶＤを複製した。この場合であっても、Ａが私的使用を

目的として当該ＤＶＤを複製しているのであれば、Ａによる当該ＤＶＤの複製は、

著作物甲についての著作権を侵害しない。 
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第２問 ２－２ （３点） 

化粧品の製造業者であるＡ社は、Ｘ市で化粧品の小売業を営むＢ社との間で、自社

の化粧品甲を継続的に供給する売買取引を開始した。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 Ａ社は、Ｂ社に対し、不当に、化粧品甲を供給する条件として化粧品甲とともに

Ａ社製の化粧品乙を購入することを強制し、これに基づいてＢ社に化粧品甲と化粧

品乙を同時に購入させた。この場合におけるＡ社の行為が公正な競争を阻害するお

それがあるときは、Ａ社の行為は、不公正な取引方法として独占禁止法に違反する。 

 

② Ａ社は、Ｂ社に化粧品甲を供給するに際し、正当な理由がないのに、消費者に対

する化粧品甲の最低販売価格を設定しその価格以上で販売することをＢ社に強制し

た。この場合におけるＡ社の行為は、不公正な取引方法として独占禁止法に違反す

る。 

 

③ Ａ社は、Ｂ社と取引を開始するにあたり、不当に、Ａ社の競合会社であるＣ社と

取引をしないことを条件としてＢ社との取引を開始し、Ｃ社の取引の機会を減尐さ

せた。Ａ社およびＢ社の本件取引が公正な競争を阻害するおそれがある場合、Ａ社

の行為は、不公正な取引方法として独占禁止法に違反する。 

 

④ Ｂ社は、Ｘ市においてＢ社と同様に化粧品甲を販売する小売業者Ｄ社との間で、

化粧品甲の値下げ競争が激化することを回避するため、協議の上、化粧品甲の最低

販売価格を決定し、これを下回る価格で販売しない旨の協定を締結し、これに従っ

て相互に事業活動を拘束することにより、公共の利益に反して、Ｘ市の化粧品甲の

市場における競争を実質的に制限した。この場合のＢ社およびＤ社の行為は、不当

な取引制限として独占禁止法に違反する。 

 

⑤ Ａ社は、Ｂ社に対し、一定の期間における化粧品甲の販売数が一定以上となった

場合に、Ｂ社に対する化粧品甲の卸売り価格についてＡ社の採算の範囲内で値引き

を行った。この場合におけるＡ社の行為は、不公正な取引方法として独占禁止法に

違反する。 
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第２問 ２－３ （３点） 

抵当権に関する次のア～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、Ｙ社に融資をするにあたり、Ｙ社所有の土地に抵当権の設定を受け、そ

の旨の登記を経た。本件融資について、Ｙ社が返済期限を過ぎても返済しない場合、

Ｘ社は、民事訴訟を提起し債務名義を取得していなくても、当該抵当権を実行する

ことができる。 

 

イ．Ｘ社は、Ｙ社に融資をするにあたり、Ｙ社所有の土地に根抵当権の設定を受け、

その旨の登記を経た。Ｘ社が当該根抵当権を実行するためには、被担保債権の元本

が確定していなければならない。 

 

ウ．Ｘ社は、Ｙ社に融資をするにあたり、Ｙ社所有の土地に極度額5000万円の根抵当

権の設定を受け、その旨の登記を経た。その後、当該根抵当権の実行により当該土

地は競売に付され、6000万円で落札された。この場合において、当該根抵当権の被

担保債権の総額が5500万円であり、後順位抵当権者がいないときであっても、Ｘ社

は、5000万円を限度として配当を受けられるのみである。 

 

エ．Ｘ社は、Ｙ社に融資をするにあたり、Ｙ社所有の甲土地と乙土地を共同抵当とし

て抵当権の設定を受け、その旨の登記を経た。この場合、Ｘ社は、抵当権を実行す

るためには、甲土地と乙土地の両方について同時に競売の申立てをしなければなら

ない。 

 

オ．Ｘ社は、Ｙ社に融資をするにあたり、Ｙ社所有の土地に抵当権の設定を受け、そ

の旨の登記を経た。この場合、Ｙ社が当該土地を第三者Ｚに売却するためには、Ｘ

社の同意を得なければならない。 

 

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２問 ２－４ （３点） 

ＸとＹとの間におけるＡ株式会社の株式の譲渡等に関する次の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、株券発行会

社ではないものとする。 

 

① Ａ社の株主Ｘは、Ｙとの間で、その保有するＡ社の株式100株を代金1000万円で

Ｙに譲渡する旨の売買契約を締結した。この場合、当該株式の譲渡の効力は意思表

示のみで発生し、Ａ社の株主名簿へのＹの氏名および住所の記載はＡ社および第三

者への対抗要件である。 
 

② Ａ社の株主Ｘは、Ｙとの間で、その保有するＡ社の株式100株を代金1000万円で

Ｙに譲渡する旨の売買契約を締結した。Ｙは、Ｘに代金1000万円を支払い、Ａ社の

株主名簿にＹの氏名および住所が記載された。この場合において、Ａ社が株主総会

の招集通知を発するときは、Ａ社は、Ｙに対する当該通知を株主名簿に記載された

Ｙの住所にあてて発すれば足り、当該通知がＹに到達しなかったとしても、当該通

知は、通常到達すべきであった時に、Ｙに到達したものとみなされる。 
 

③ Ａ社が会社法上の公開会社でない場合において、Ａ社の株主Ｘが死亡し、その相

続人ＹがＸの保有していたＡ社の株式を単独で相続したため、Ａ社では、株主総会

の特別決議を経た上でＹから当該株式（自己株式）を取得することを検討している。

この場合、Ａ社の他の株主は、原則として、Ａ社に対し、自己株式の取得の対象と

なる特定の株主に自己をも加えたものを当該株主総会の議案とすることを請求する

ことはできない。 
 

④ Ａ社が会社法上の公開会社でない場合において、Ａ社の株主Ｘは、その保有するＡ

社の株式をＹに譲渡することを検討している。この場合、Ｘは、Ａ社に対し、Ｙが当

該株式を取得することについて承認をするか否かの決定を請求することができるが、

この請求の際に、Ａ社が譲渡を承認しない場合には当該株式をＡ社またはＡ社の指定

する者において買い取るべき旨の請求を必ず付帯しなければならないわけではない。 
 

⑤ Ａ社が会社法上の公開会社でない場合において、Ａ社の株主Ｘは、その保有するＡ

社の株式をＹに譲渡したが、あらかじめ当該譲渡についてＡ社の承認を得ていなかっ

た。この場合、Ｙは、Ａ社に対して、Ｙが当該株式を取得することについて承認をす

るか否かの決定を請求することができるが、Ａ社が譲渡を承認しない場合には、Ａ社

またはＡ社の指定する者において買い取るべき旨の請求をすることはできない。 
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第３問 ３－１ （３点） 

Ｘ株式会社は、民事再生手続開始の申立てを行い、裁判所により、Ｘ社について再

生手続開始の決定がなされた。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社について民事再生手続が開始された後も、原則として、従前のＸ社の取締役

らが、Ｘ社の業務を執行し、Ｘ社の財産を管理し処分する権利を有する。 

 

② Ｘ社は、Ｙ社に対して負う借入金債務の担保として、その所有する建物に抵当権

を設定し、その旨の登記を経ている。当該建物がＸ社の事業継続に欠くことのでき

ないものである場合、Ｘ社は、裁判所の許可を得て、当該建物の価額に相当する金

銭を裁判所に納付して当該抵当権を消滅させることができる。 

 

③ Ｘ社について民事再生手続が開始された後、Ｘ社は、取引先であるＹ社からＸ社

の業務に要する資材を購入した。この場合、Ｙ社のＸ社に対する当該資材の売買代

金債権は、共益債権として随時弁済を受けられるものではなく、再生債権として再

生計画に従って弁済される。 

 

④ Ｘ社の民事再生手続において、再生計画認可決定がなされ確定したが、その後、

Ｘ社は、Ｙ社に対し、再生計画に基づく弁済を怠った。この場合、Ｙ社は、別途債

務名義を得ることなく、再生計画の条項が記載された再生債権者表の記載を債務名

義として、Ｘ社の財産に対して強制執行を行うことができる。 

 

⑤ Ｘ社の民事再生手続において、Ｘ社の事業の状態が想定よりも悪化し、再生計画

の認可の見込みがない状況となった。この場合、裁判所は、再生手続廃止の決定を

するとともに、その決定が確定した場合において、Ｘ社に破産手続開始の原因とな

る事実があると認めるときは、Ｘ社からの申立てがなくとも、職権でＸ社につき破

産手続開始の決定をすることができる。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 11 － 

第３問 ３－２・３－３ 

貸金業者であるＸ社は、Ｙ社との間で金銭消費貸借契約を締結し、Ｙ社に対して事

業資金として1000万円を貸し付けた。しかし、その後、約定の返済期日が到来して

も、Ｙ社はＸ社に対して借入金を返済しないため、Ｘ社はＹ社に対して再三催告し

たが、Ｙ社はなおも返済をしない。 

この場合を前提として後記３－２、３－３に答えなさい。 

 

第３問 ３－２ （３点） 

Ｘ社は、Ｙ社に対して、貸金返還請求訴訟を提起することとした。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社とＹ社の間の金銭消費貸借契約において、本件契約に関する民事上の法的紛

争に関しては、Ｘ社の所在地を管轄する地方裁判所およびＹ社の所在地を管轄する

地方裁判所のいずれでもない特定の地方裁判所を管轄裁判所とする旨の合意がなさ

れ、その旨が契約書に記載されていた。この場合、Ｘ社がＹ社に対する貸金返還請

求訴訟を提起するときは、特段の事情がない限り、Ｘ社は当該合意による管轄裁判

所に対して当該貸金返還請求訴訟を提起することができる。 
 

イ．Ｘ社を原告、Ｙ社を被告とする貸金返還請求訴訟の第一回期日にＹ社が欠席した。

この場合であっても、Ｙ社が事前に答弁書を提出しているときは、裁判所は、当該

期日においてＹ社が答弁書に記載された内容を陳述したものとみなし、出頭したＸ

社に弁論をさせることができる。 
 

ウ．Ｘ社とＹ社の間の貸金返還請求訴訟が弁論準備手続に付された場合、裁判所は、

弁論準備手続において当事者に準備書面を提出させることができる。 
 

エ．Ｘ社とＹ社の間の貸金返還請求訴訟において、Ｘ社とＹ社の双方が判決言渡期日

に欠席すると、裁判所は判決の言渡しをすることができない。 
 

オ．Ｘ社とＹ社の間の貸金返還請求訴訟の第一審において、Ｘ社の請求をすべて認容

する旨の判決がなされた。Ｙ社は、この判決に不服があるとしても、控訴理由とし

て判決に重大な影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある場合でなければ、控訴

をすることができない。 
 

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） 

－ 12 － 

第３問 ３－３ （３点） 

Ｘ社がＹ社を被告として提起した貸金返還請求訴訟に関する次の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 本件訴訟において、Ｘ社がＹ社に対して1000万円を貸し渡したとのＸ社の主張に

対し、Ｙ社が、Ｘ社との間で本件金銭消費貸借契約を締結した事実は認めつつも、

本件金銭消費貸借契約に基づいて1000万円をＹ社が受領した事実はない旨を主張し

た。この場合、Ｘ社の請求は認容されるためには、Ｘ社がＹ社に1000万円と交付し

た事実を、Ｘ社において証明しなければならない。 

 

② 本件訴訟において、Ｘ社がＹ社に対して1000万円を貸し渡したとのＸ社の主張に

対し、Ｙ社が、1000万円は確かに受け取ったがそれはＸ社から贈与を受けたもので

ある旨を主張した。この場合、Ｘ社の請求が認容されるためには、Ｘ社は、Ｙ社に

交付した1000万円は本件金銭消費貸借契約に基づいて交付されたものである事実を、

Ｘ社において証明しなければならない。 

 

③ 本件訴訟において、Ｙ社は、Ｘ社から借り入れた1000万円についてはすでにＸ社

に返済した旨の主張をした。この場合、Ｘ社の請求が認容されるためには、Ｘ社が

Ｙ社から弁済を受けていない旨の事実を、Ｘ社において証明しなければならない。 

 

④ 本件訴訟において、Ｘ社がＹ社に対して1000万円を貸し渡したとのＸ社の主張に

対し、Ｙ社がこれを認める場合、Ｘ社は、Ｙ社に対して1000万円を貸し渡した事実

を証明する必要はなく、裁判所は当該事実が存在しないとの認定をすることはでき

ない。 

 

⑤ 本件訴訟において、裁判所は、証拠調べの結果、Ｘ社がＹ社に貸し渡した金銭は

1000万円ではなく、1200万円であるとの心証を得た。この場合であっても、Ｘ社が

Ｙ社に貸し渡した金銭は1200万円である旨を当事者が主張しない限り、裁判所は、

Ｘ社がＹ社に貸し渡した金銭が1200万円であると認容することはできない。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 13 － 

第３問 ３－４ （３点） 

特定商取引法に関する次のア～オの記述のうち、その内容が最も適切なものの組み

合わせを①～⑤の中からを１つだけ選びなさい。 

 

ア．消費者Ｘは、路上でＹ社の販売員に化粧品に関するアンケートに回答して欲しい

と声をかけられ、促されるままＹ社の営業所に同行したところ、当該営業所内で、

当該販売員から化粧品を購入するよう勧誘され、Ｙ社から化粧品を購入する旨の売

買契約を締結した。この場合、Ｘの自宅にＹ社の販売員が訪問しているわけではな

いため、当該売買契約は、特定商取引法上の訪問販売には該当しない。 

 

イ．消費者Ｘは、インターネット上のＹ社のホームページでＹ社の販売する健康食品

の広告をみて、当該ホームページを通じて当該健康食品を購入する旨の売買契約を

締結したが、当該売買契約を解除して当該健康食品を返品したいと考えている。こ

の場合において、Ｙ社が当該広告上に当該健康食品の売買契約は解除することがで

きない旨を表示していても、特定商取引法上、Ｘは、一定の期間内であれば、当該

売買契約を解除することができる。 

 

ウ．消費者Ｘは、エステティックサロンＹとの間で、半年の間、毎月２回施術を受け

ることができる権利を10万円で購入する旨の売買契約を締結した。当該契約締結に

際し、Ｘは、Ｙの販売員から当該権利の売買契約はクーリング・オフの対象になら

ない旨の説明を受けた。この場合、Ｘは、Ｙからクーリング・オフを行使すること

ができる旨を記載した所定の書面を受領し、当該受領した日から一定の期間が経過

するまでの間、クーリング・オフを行使することができる。 

 

エ．宝石の販売業を営むＸ社は、特定商取引法上の訪問購入を行っている。この場合、

Ｘ社の従業員は、訪問購入の方法による宝石の売買契約の締結を勧誘しようとする

ときは、その勧誘の要請をしていない消費者に対し、営業所等以外の場所において、

当該売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認して

はならない。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 14 － 

オ．消費者Ｘは、購入の申込みをしていないにもかかわらず、Ｙ社から送付された英

会話の学習教材を受け取った。Ｘが当該教材を受け取ってから１ヶ月後、Ｙ社の従

業員は、Ｘ宅を訪問し、当該教材を受け取ってから14日以内に返品がなければ売買

契約が成立したことになるとＸに説明し、当該教材の代金を請求した。この場合、

Ｘは、Ｙ社に対し、当該教材の売買契約の申込みを承諾していないため、当該売買

契約は成立していない旨を主張することができる。 

 

① アイウ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イエオ  ⑤ ウエオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 15 － 

第４問 ４－１ （３点） 

Ｘ株式会社では、５名の取締役が選任されており、その全員で取締役会が構成され

ている。また、５名の取締役のうち、１名は会社法上の社外取締役である。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、Ｘ社は、会社法上の公開会社であるが、監査

等委員会設置会社または指名委員会等設置会社ではないものとする。 

 

ア．Ｘ社は、取締役会の決議について、議決に加わることができる取締役の過半数が

出席し、その３分の２以上の賛成をもって行うとの定款の規定を置いている。この

場合、当該定款の規定は有効であり、Ｘ社の取締役会決議は、当該規定に従って行

われることとなる。 

 

イ．Ｘ社は、取締役会の議事について、法務省令で定めるところにより、書面または

電磁的記録によって議事録を作成しなければならず、当該議事録には、取締役会に

出席したＸ社の取締役および監査役が署名もしくは記名押印または電子署名をしな

ければならない。 

 

ウ．取締役Ａは、Ｘ社で不要となった自動車１台をＸ社から買い取ることを希望して

いる。この場合、Ａは、Ｘ社との間で当該自動車の売買契約を締結する前に、Ｘ社

の取締役会において、当該売買契約につき重要な事実を開示した上で、その承認を

受けなければならない。 

 

エ．会社法上、Ｘ社は、社外取締役であるＢのＸ社に対する損害賠償責任をＸ社の他

の取締役よりも軽減することは認められない。したがって、Ｂは、その任務を怠っ

た場合、Ｘ社の他の取締役と同様にＸ社に対する損害賠償責任を負う。 

 

オ．Ｘ社では、代表取締役として会長のＣおよび社長のＤの２名が選定されているが、

Ｘ社の取締役会は、ＣおよびＤは共同してのみ代表権を行使することができる旨を

取締役会決議によって定めた。この場合において、Ｄが当該取締役会決議に違反し

て、単独で第三者Ｅとの間でＸ社を代表して契約を締結したときには、Ｅが当該取

締役会決議による代表権の制限を知っていたか否かにかかわらず、Ｘ社は、Ｄの代

表権の制限をＥに対抗することができない。 

 

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） 

－ 16 － 

第４問 ４－２ （３点） 

不動産の賃貸借契約に関する次の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 Ｘ社は、建物の所有を目的としてＹ社の所有する甲土地を賃借し、甲土地上に乙

建物を建築し、その保存登記を経た。その後、Ｙ社は、甲土地をＺ社に譲渡し、そ

の旨の登記を経た。この場合において、Ｘ社は、Ｚ社から乙建物の収去および甲土

地の明渡しを請求されたときは、これに応じなければならない。 

 

② Ｘ社は、Ｙ社の所有する甲建物を賃借し、その引渡しを受け使用していたが、Ｙ

社の承諾を得て、甲建物をＺ社に転貸した。この場合、民法上、Ｙ社は、Ｚ社に甲

建物の賃料の支払いを請求することはできない。 

 

③ Ｘ社は、Ｙ社の所有する甲建物を賃借し、その引渡しを受け使用していた。その

後、Ｙ社は、甲建物をＺ社の譲渡し、その旨の登記を経た。この場合において、Ｘ

社は、Ｚ社から甲建物の明渡しを請求されても、これに応じる必要はない。 

 

④ Ｘ社は、Ｙ社の所有する甲建物を賃借し、その引渡しを受け使用していたが、Ｙ

社の承諾を得て、甲建物の価格を増加させる費用（有益費）を支出した。この場合

において、その価格の増加が現存するときは、民法上、Ｘ社は、直ちに、現実に支

出した金額または増加額のいずれかを選択して、Ｙ社にその額の償還を請求するこ

とができる。 

 

⑤ Ｘ社は、事務所として使用する目的でＹ社の所有する甲建物を賃借し、甲建物内

に応接セットを設置したが、Ｙ社との合意により、甲建物の賃貸借契約を終了させ

た。この場合、民法上、Ｘ社は、甲建物を返還するに際し、当該応接セットを収去

する必要はない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 17 － 

第４問 ４－３ （３点） 

特許権に関する次の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 特許権者が自己の特許発明について専用実施権を設定する場合、相手方との間で

専用実施権設定契約を締結し、かつ、特許原簿への登録をしなければ、専用実施権

はその効力を生じない。 

 

② 従業者が職務発明につき特許権を取得した場合、従業者と使用者の間で事前に特

段の定めがなくとも、特許法上、使用者にはその特許権について通常実施権が認め

られる。 

 

③ 特許出願に対し、発明が特許要件を具備しているかなどの実体審査は、すべての

特許出願に対して行われるのではなく、特許出願後に出願審査の請求があったもの

についてのみ行われる。 

 

④ 物を生産する方法の発明についての特許権者は、業としてその方法を使用する権

利に加え、業としてその方法により生産した物の使用および譲渡等をする権利を有

する。 

 

⑤ 特許権を侵害した者に対しては刑事罰が科せられるが、特許権侵害にかかる罪は

親告罪であり、特許権者等の告訴がなければ公訴を提起することができない。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 18 － 

第４問 ４－４ （３点） 

Ｘ社は、電気機器の製造業を営んでおり、小売店等へ商品を納入しているが、Ｘ社

が製造した電気機器甲に欠陥があり、この欠陥が原因で発火事故が発生した。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．甲を購入したＡが、甲をその通常の用法に従って使用中に本件発火事故が発生し、

Ａはやけどを負った。この場合、当該欠陥の存在につきＸ社に過失がなくとも、Ｘ

社は、Ａに対し、製造物責任法に基づく損害賠償責任を負う。 
 

イ．甲を購入したＡが、甲をその通常の用法に従って使用中に本件発火事故が発生し、

甲が破損し使用不能となったが、他に損害は生じなかった。この場合、Ｘ社は、Ａ

に対し、製造物責任法に基づく損害賠償責任を負わない。 
 

ウ．甲を購入したＡが、甲をその通常の用法に従って使用中に本件発火事故が発生し、

Ａはやけどを負った。Ａが購入した甲は、Ｘ社と電気機器メーカーＹ社との間のＯ

ＥＭ契約に基づきＹ社に納品されたものであり、Ｙ社ブランドを付しＹ社を製造者

と表示して販売されたものであった。この場合、Ａに対し製造物責任法に基づく損

害賠償責任を負うのは、Ｘ社のみである。 
 

エ．甲を購入したＡが、甲をその通常の用法に従って使用中に本件発火事故が発生し、

Ａはやけどを負った。甲の欠陥は、甲の納入先である小売店Ｙの従業員が、Ａ宅に

甲を配送する途中で誤って落としたために生じたものであった。この場合、Ｘ社は、

Ａに対し、製造物責任法に基づく損害賠償責任を負う。 
 

オ．甲を購入したＡが、甲をその通常の用法に従って使用中に本件発火事故が発生し、

Ａはやけどを負った。甲が20年以上前に販売を終了された製品であり、Ｘ社が小売

店に甲を納入しＡが甲を購入したのも20年以上前であった場合、Ｘ社は、Ａに対し、

製造物責任法に基づく損害賠償責任を負わない。 

 

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） 

－ 19 － 

第５問 ５－１ （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．債権者は、債務者がその取引先に対して有する売掛金債権に譲渡担保の設定を受

ける場合、債権者と債務者との間の譲渡担保設定契約について契約書を作成するこ

とにより、譲渡担保を当該取引先に対抗することができる。 

 

イ．債務者は、自己が所有し使用している不動産に譲渡担保を設定する場合、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．債権者が、債務者の所有する不動産を目的物として譲渡担保の設定を受ける場合、

当該譲渡担保の第三者に対する対抗要件は登記である。 

 

エ．債権者が、法人である債務者がその取引先に対して有する債権を目的物として譲

渡担保の設定を受ける場合、「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）による債権譲渡登記を経ることで、当

該譲渡担保につき、第三者に対する対抗要件を具備することができる。 

 

オ．動産を目的物として譲渡担保を設定した場合において、債務者である譲渡担保設

定者が被担保債権について債務の履行を怠ったときは、譲渡担保者は、裁判所に譲

渡担保の実行を申し立てて当該動産を競売に付し、その売却代金から自己の債権の

満足を得るほかなく、裁判所の手続を経ずに譲渡担保を自ら私的に実行し、当該動

産の所有権を取得することはできない。 

 

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） 

－ 20 － 

第５問 ５－２ （３点） 

Ａ株式会社は、金属食器の製造および金属部品の表面加工を事業内容としており、

Ａ社の売上および資産について両部門が占める割合もおおよそ50％ずつとなってい

る。Ａ社では、事業譲渡による事業の再編を検討している。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．Ａ社は、金属部品の表面加工事業をＢ社に譲渡し、金属食器の製造に事業を集約

することとした。この場合、金属部品の表面加工事業によりＡ社が負っている債務

は、当該事業の譲渡によって当然にはＢ社に移転せず、当該債務を移転させるには、

別途債務引受け等の方法による必要がある。 

 

イ．Ａ社は、その事業のすべてをＣ社に譲渡し、その後清算手続に入ることとした。

この場合において、原則として当該事業の譲渡の対価としてＣ社がＡ社に交付する

財産の帳簿価額の合計額がＣ社の純資産額の５分の１を超えないときは、Ｃ社にお

いては、当該事業の譲渡について株主総会の承認を得る必要はない。 

 

ウ．Ａ社は、金属食器の製造事業をＤ社に譲渡し、金属部品の表面加工に事業を集約

することとした。この場合、Ａ社およびＤ社は、それぞれ、当該事業の譲渡につい

て株主総会の特別決議による承認を得なければならない。 

 

エ．Ａ社は、金属食器の製造事業を、金属食器の製造事業を行っていないＥ社に譲渡

し、金属部品の表面加工に事業を集約することとした。この場合、Ｅ社は、当該事

業の譲渡に伴い、Ｅ社の定款における事業目的に金属食器の製造事業が追加された

ものとみさなれるため、別途定款変更の手続をとる必要はない。 

 

オ．Ａ社は、金属部品の表面加工事業を、Ａ社との関係で会社法上の特別支配会社に

当たるＦ社に譲渡することとした。この場合、Ａ社においては、当該事業の譲渡に

ついて株主総会の承認を得る必要はない。 

 

① アイオ  ② アウエ  ③ アウオ  ④ イウエ  ⑤ イエオ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 21 － 

第５問 ５－３ （３点） 

仲裁に関する次の文章中の下線部①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切なもの

を１つだけ選びなさい。 

 

 仲裁とは、一般に契約当事者が選定した第三者（仲裁人）の裁定に委ねることによ

り紛争を解決することをいう。日本では、仲裁について、仲裁法が定められており、

同法には以下のような規定が設けられている。 

 ①仲裁手続の対象とされているのは、国際取引上の法的紛争に限られており、日本

国内の民事上の法的紛争について仲裁を利用することはできない。 

 ②仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡または電報

（ファックス等を含む）その他の書面によりしなければならず、電磁的記録によって

もこれをすることは可能であるが、口頭の合意ではすることができない。仲裁合意が

なされれば、当事者は仲裁手続により紛争を解決しなければならないが、③当事者の

一方が、適法になされた仲裁合意を無視して、日本の裁判所の民事訴訟を提起して

も、他方当事者は訴えの却下を求めることはできず、仲裁合意に違反したとして債

務不履行が問題となるにすぎない。 

 また、④仲裁手続の審理については、民事訴訟手続と同様に、公開による手続が義

務付けられている。 

 仲裁は、当事者間で和解が成立しなくとも、仲裁人の判断に当事者が拘束されるも

のであり、当然、当事者にとって予期しない判断がなされる可能性もある。⑤仲裁合

意に基づき当事者が選任した仲裁人が行った仲裁判断に確定判決と同一の効力が認め

られるためには、仲裁判断に先立ち、裁判所による仲裁人の承認がなされていなけれ

ばならない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 22 － 

第５問 ５－４ （３点） 

Ｘ社は、インターネット上の自社のホームページで自社の商品を販売するサイトを設

けることにした。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社は、消費者Ｙから商品を購入する旨の申込みをホームページ上で受け、当該

申込みに対し電子メールで承諾の意思表示を行ったが、その電子メールがＸ社の責

めによらない事由でＹに到達しなかった。この場合、Ｘ社とＹとの間で当該商品の

売買契約は成立しない。 
 

イ．Ｘ社は、未成年者である消費者Ｙから商品を購入する旨の申込みをホームページ

上で受け、これを承諾し商品を発送した。その後、Ｙは、Ｘ社に対し、自己は未成

年者であり、売買契約を取り消したい旨の連絡をした。この場合、電子商取引には

未成年者による契約の取消しは認められていないため、Ｙは、自己が未成年者であ

ることを理由に、当該売買契約を取り消すことはできない。 
 

ウ．消費者Ｙは、Ｘ社のホームページを通じて商品を購入したが、その後、当該商品

は必要ないと考え、クーリング・オフをしたいを考えている。この場合、電子消費

者契約法上、ホームページを通じた電子商取引についてはクーリング・オフの制度

は設けておらず、Ｙはクーリング・オフをすることはできない。 
 

エ．消費者Ｙは、Ｘ社のホームページを通じて、重大な過失により、商品を２個購入

するつもりで商品を３個購入する旨の意思表示をしたため、Ｘ社に対し、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、Ｘ社は、当該ホー

ムページの商品購入画面上に購入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、Ｙに対し、Ｙに重大な過失があったこ

とを理由に、当該意思表示は無効ではない旨を主張することができる。 
 

オ．Ｘ社は、顧客からの代金の支払いについて、１年間毎月の分割払いにも応じる旨

の広告をホームページ上で行い、分割払い専用の画面も設けた。この場合、信販会

社等の第三者を介入させることなく販売業者と消費者との間で直接行われる、いわ

ゆる自社割賦には割賦販売法は適用されないため、Ｘ社は、当該広告において割賦

販売法所定の事項を表示する必要はない。 

 

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） 

－ 23 － 

第６問 ６－１ （２点） 

商標権に関する次の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 商標について商標登録を受けようとする者は、すでに第三者が当該商標と同一の

指定商品にかかる類似の商標について商標登録を受けているときは、当該商標につ

いて商標登録を受けることができない。 

 

② 商標登録については、実用新案登録と同様に、商標登録出願の形式面についての

審査のみを行って商標権の設定登録を行う早期登録制度がとられている。したがっ

て、商標登録出願があったときは、その商標登録出願の放棄、取下げ、または却下

がなされた場合を除き、商標権の設定登録がなされる。 

 

③ 商標権者は、自己の登録商標と同一または類似の指定商品について、当該登録商

標と同一または類似の商標を無断で使用し、自己の商標権を侵害している者に対し

て、その使用の差止めを請求することができる。 

 

④ 商標登録を受けることができる標章には、人の知覚によって認識することができ

るもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合の

ほか、音が含まれる。 

 

⑤ 地域の名称および自己の商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文

字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録の対象となり得る。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 24 － 

第６問 ６－２ （２点） 

次の①～⑤の記述は、Ｘにおける甲と乙との間でなされた企業活動にかかわる犯罪

に関する会話の一部である。この会話における乙の発言のうち、その内容が最も適

切なものを１つだけ選びなさい。 
 

① 甲「総会屋が株主の権利行使に関し当社に金銭の交付を要求してきた場合、当該

総会屋にはどのような犯罪が成立する可能性がありますか。」 

乙「刑法上の恐喝罪が成立する可能性がありますが、会社法上は、株主の権利行

使に関し当社に金銭の交付を要求する行為を処罰する規定はありません。」 
 

② 甲「当社の秘密文書を保管する権限を有する従業員には、どのような犯罪が成立

する可能性がありますか。」 

乙「秘密文書の保管権限を有する従業員が、その秘密文書を無断で社外に持ち出

した場合には、業務上横領罪が成立する可能性があります。しかし、当該従

業員が、文書は持ち出さず、文書に記載された秘密自体を他社に漏らした場

合には、何ら犯罪は成立しません。」 
 

③ 甲「当社の活動を妨害する目的で嘘の中傷ビラを配った者に対してはどのような

犯罪が成立する可能性がありますか。」 

乙「嘘の中傷ビラによって虚偽の風説を流布したことで当社の業務を妨害したとし

て偽計業務妨害罪が成立する可能性があり、また嘘の中傷ビラによって当社の

経済的信用が傷つけられたとして信用毀損罪が成立する可能性があります。」 
 

④ 甲「当社の従業員が当社の取締役の犯罪行為を公益通報した場合、そのことを理

由に当該従業員の給料を減額することは、公益通報者保護法上禁止されて

いますか。」 

乙「公益通報者保護法上、公益通報を行ったことを理由とする解雇は禁止されて

いますが、公益通報をしたことを理由とする公益通報者に対する減給は禁止

されていません。」 
 

⑤ 甲「当社の取締役が自己の利益を図る目的で任務に違反して当社に財産上の損害

を生じさせた場合、この取締役にはどのような犯罪が成立する可能性があ

りますか。」 

乙「自己の利益を図る目的で任務違反行為をした当該取締役には、特別背任罪が

成立する可能性があります。ただし、当該任務違反行為が法令、定款、内規

等に違反しない場合には、特別背任罪は成立しません。」 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 25 － 

第６問 ６－３ （２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．Ｘ社について破産手続開始の決定がなされ、Ａが破産管財人に選任された。この

場合、Ｘ社の代表取締役Ｂは、Ｙ社との間で新規にＸ社商品の売買契約を締結する

ことができる。 

 

イ．Ｘ社について破産手続開始の決定がなされた。この場合、破産手続開始決定の前

に、Ｙ社がＸ社に対して有する貸金債権につき確定判決を得ていたとしても、破産

手続開始決定がなされた後は、Ｙ社は、Ｘ社の財産に対し強制執行の申立てをする

ことはできない。 

 

ウ．Ｘ社について破産手続開始の決定がなされた。この場合、破産手続開始決定の前

に、Ｘ社所有の建物に抵当権の設定を受けていたＹ社は、破産手続開始決定がなさ

れた後は、当該抵当権を実行して債権の回収を図ることができない。 

 

エ．Ｘ社の代表取締役Ａは、債権者であるＹ社により、Ｘ社につき破産手続開始の申

立てがなされる予定であることを知った。Ａは、Ｘ社を代表して、Ａの息子である

Ｂとの間で、Ａが自宅の敷地として使用しているＸ社所有の土地をＢに贈与する旨

の贈与契約を締結した。この場合、その後、Ｘ社について破産手続開始の決定がな

され、破産管財人に選任されたＣは、原則として、破産財団のためにＸ社のＢに対

する土地の贈与を否認することができる。 

 

オ．Ｘ社は、Ｙ社との間で、Ｘ社の製品をＹ社に売却する旨の売買契約を締結したが、

製品の引渡しも代金の支払いもなされないうちに、Ｘ社が破産手続開始の決定を受

けた。この場合において、Ｙ社が、Ｘ社の破産管財人Ａに対し、本件売買契約に基

づき製品を引き渡すか、売買契約を解除するか、いずれを選択するかにつき確答を

求めたのに対し、Ａが相当の期間内に確答しないときは、本件売買契約は、解除さ

れたものとみなされる。 

 

① アイウ  ② アイエ  ③ アウオ  ④ イエオ  ⑤ ウエオ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 26 － 

第６問 ６－４ （２点） 

ファイナンス・リース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。 

 

 ファイナンス・リースの当事者には、リース会社、リース会社から物件を借り受け

て使用するユーザー、物件を供給するサプライヤーの三者が存在する。 

 ファイナンス・リース契約は、ユーザーによるリース契約の申込みに対し、リース

会社が承諾をした時点で成立する。(a)ファイナンス・リース契約については、後日

のトラブルを防止する観点から、書面により締結しなければ効力を生じない旨が法律

上明文で規定されている。一方、物件を供給するサプライヤーは、リース会社と物件

の売買契約を締結し、リース会社は、サプライヤーから買い付けた物件をユーザーに

貸し付けることになる。(b)サプライヤーとリース会社との間の物件の売買契約は、

法律上契約の効力発生要件として書面を作成することを要求されているわけではな

く、口頭の合意でも効力が生じる。サプライヤーとユーザーの関係については、(c)

ユーザーに物件を供給するのはサプライヤーであることから、ファイナンス・リース

契約において、サプライヤーは、法律上当然に、ユーザーに対し、物件の保守・修繕

義務を負うとされている。 

 法律上は、リース会社がユーザーに物件を貸し付けるが、リース会社の経済的な機

能はユーザーに資金を提供する代わりに、物件そのものを貸し付けているのであり、

物融の役割を果たしている。ファイナンス・リースの目的となる物件は、通常はサプ

ライヤーから直接ユーザーに納入される。ただし、(d)リースの目的となる物件の所

有権はリース会社にあるので、物件が滅失した場合、ユーザーは、リース会社に損害

金を支払うことになる。 

 ファイナンス・リースの契約期間が満了した場合、本来は、ユーザーは物件をリー

ス会社に返還しなければならないが、引き続き利用したいとユーザーが考える場合、

再度リースを受けることも可能である。また、(e)ユーザーは、法律上、再度リース

を受けずに当該物件を買い受けることを禁止されているわけではない。 

 

① ａｂｃ  ② ａｃｅ  ③ ａｂｅ  ④ ｂｃｄ  ⑤ ｂｄｅ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 27 － 

第７問 ７－１ （２点） 

債権譲渡に関する次のア～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、Ａ社がＢ社に対して有する1000万円の売掛金債権をＣ社に譲渡し、確定

日付のある証書によりその旨をＢ社に通知した。しかし、Ａ社が当該売掛金債権に

かかる商品をＢ社に納品していないことから、Ｂ社は、当該売掛金債権については

同時履行の抗弁を有しているので債権譲渡を認めない旨をＣ社に主張した。この場

合、Ａ社とＣ社の間の当該債権譲渡は無効となる。 
 

イ．Ａ社は、Ａ社がＢ社に対して有する1000万円の貸金債権をＣ社に譲渡し、債権譲

渡登記ファイルにその旨の登記を行った。その後、当該貸金債権に対する弁済とし

てＢ社がＡ社に1000万円を支払った場合であっても、Ｃ社は、Ｂ社に対して、当該

貸金債権について自社に対し再度弁済するよう請求することができる。 
 

ウ．Ａ社は、Ａ社がＢ社に対して有する1000万円の貸金債権をＣ社に譲渡し、確定日

付のある証書によらずにその旨をＢ社に通知した。その後、当該貸金債権に対する

弁済としてＢ社がＡ社に対して1000万円を支払った場合であっても、Ｃ社は、Ｂ社に

対して、当該貸金債権について自社に対し再度弁済するよう請求することができる。 
 

エ．Ａ社は、Ａ社がＢ社に対して有する1000万円の貸金債権を、平成28年12月１日、

Ｃ社とＤ社に二重に譲渡した。Ｃ社に対する債権譲渡については、同日、Ｂ社が確

定日付のある証書によらずに承諾した。その後、Ｄ社に対する債権譲渡について、

同月５日の確定日付のある証書によるＡ社からの通知が同月６日にＢ社に到達した。

この場合、Ｂ社は、当該貸金債権につき、Ｃ社ではなくＤ社に対して弁済しなけれ

ばならない。 
 

オ．Ａ社は、Ａ社がＢ社に対して有する1000万円の貸金債権を、平成28年12月１日、

Ｃ社とＤ社に二重に譲渡した。Ｃ社に対する債権譲渡について、同月５日の確定日

付のある証書によるＡ社からの通知が同月６日にＢ社に到達した。また、Ｄ社に対

する債権譲渡について、同月２日の確定日付のある証書によるＡ社からの通知が同

月７日にＢ社に到達した。この場合、Ｂ社は、当該貸金債権につき、Ｄ社ではなく

Ｃ社に対して弁済しなければならない。 

 

① アイエ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イウオ  ⑤ ウエオ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 28 － 

第７問 ７－２ （２点） 

Ｘ株式会社における取締役の職務執行の監督に関する次のア～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．Ｘ社が会社法上の公開会社である場合において、Ｘ社の監査役Ａは、Ｘ社の取締

役ＢがＸ社の目的の範囲外の行為をするおそれがあるときは、当該行為によってＸ

社に損害が生じるおそれがあるか否かにかかわらず、Ｂに対し、当該行為をやめる

ことを請求することができる。 

 

イ．Ｘ社は、会社法上の公開会社である場合であっても、Ｘ社の監査役Ａの職務権限

を会計監査に限定することができる。 

 

ウ．Ｘ社が取締役会設置会社である場合、Ｘ社の監査役Ａは、原則として、Ｘ社の取

締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 

 

エ．Ｘ社が監査役会設置会社である場合において、Ｘ社の監査役の選任に関する議案

を株主総会に提出するときは、Ｘ社の取締役は、Ｘ社の監査役会の同意を得なけれ

ばならない。 

 

オ．Ｘ社が監査等委員会設置会社である場合、現在Ｘ社の取締役である者または過去

においてＸ社の取締役となったことがある者は、Ｘ社の監査等委員になることはで

きない。 

 

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） 

－ 29 － 

第７問 ７－３ （２点） 

Ｘ社は、労働者災害補償保険法（労災保険法）の適用事業場である。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社にアルバイトとして勤務しているＹは、所定労働時間内にＸ社の事業場内に

おいて業務に従事している際に、作業施設の不具合が原因で負傷した。この場合、

アルバイトであるＹの負傷は、労災保険法に基づく保険給付の対象となり得る。 

 

イ．Ｘ社の労働者であるＹは、Ｘ社の業務上の命令を遂行するために出張に赴いた際

に、交通事故に遭い負傷した。この場合のＹの負傷は、Ｘ社の事業場の施設内にお

いて発生したものではないため、労災保険法に基づく保険給付の対象とはならない。 

 

ウ．Ｘ社の労働者であるＹは、Ｘ社所定の休憩時間にＸ社の事業場内の休憩室で昼食

を摂っていた際、当該休憩室の照明設備の不備により照明器具が落下しこれに当た

り負傷した。この場合のＹの負傷は、実際に業務を行っている間に発生したもので

はないため、労災保険法に基づく保険給付の対象とはならない。 

 

エ．Ｘ社の労働者であるＹは、別の事業主の事業場であるＺ社事業場にも二重に就労

している。Ｙは、Ｚ社事業場での業務終了後、Ｘ社事業場へ直接向かうために合理

的な経路を移動中に交通事故に遭い負傷した。この場合のＹの負傷は、労災保険法

に基づく保険給付の対象とならない。 

 

オ．Ｘ社の労働者であるＹは、Ｘ社事業場における業務終了後の帰宅途中に、通常利

用している通勤経路外に所在するＡ百貨店に立ち寄った。Ｙは、Ａ百貨店内で約２

時間にわたり私的な買い物をしていた際に、Ａ百貨店のエスカレーターの故障によ

り転倒し負傷した。この場合のＹの負傷は、労災保険法に基づく保険給付の対象と

はならない。 

 

① アイ  ② アオ  ③ イウ  ④ ウエ  ⑤ エオ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 30 － 

第７問 ７－４ （２点） 

金融機関Ａは、法人および個人の顧客に対して預金等の業務を行っている。また、

Ｂは、Ａの預金者である。この場合に関する次のア～エの記述のうち、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．Ｂは、Ａに100万円の預金を行い、Ａから預金証書の交付を受けた。その後、当

該預金証書が滅失した場合、民法上、ＢのＡに対する当該預金の払戻請求権は消滅

する。 

 

イ．Ｃは、Ｂ名義の預金通帳およびＢの印鑑を窃取し、Ａの窓口にこれらを持参して

Ｂ名義の預金の払戻しを受けた。この場合において、払戻しを受けた者がＢではな

いことにつきＡが善意無過失であるときは、民法上、当該払戻しは、ＢがＡに対し

て有する預金債権についての弁済として有効である。 

 

ウ．Ｃは、Ｂ名義の預金口座のキャッシュカードを偽造し、この偽造カードを用いて

ＡのＡＴＭ（現金自動預払機）からＢ名義の預金の払戻しを行った。この場合にお

いて、当該払戻しにつきＡに過失があるときは、Ｂに重大な過失があっても、預金

者保護法上、当該払戻しは、ＢがＡに対して有する預金債権についての有効な弁済

とはならない。 

 

エ．Ｃは、Ｂ名義の預金口座のキャッシュカードを窃取し、この盗難カードを用いて

ＡのＡＴＭからＢ名義の預金の払戻しを行った。この場合、Ｂが、自己のキャッシ

ュカードが盗取された旨をＡに通知しなかったとしても、預金者保護法上、Ｂは、

Ａに対し、当該払戻し額の全額の補てんを求めることができる。 

 

① ア－○  イ－○  ウ－×  エ－○ 

② ア－○  イ－×  ウ－○  エ－× 

③ ア－○  イ－×  ウ－×  エ－○ 

④ ア－×  イ－○  ウ－○  エ－× 

⑤ ア－×  イ－○  ウ－×  エ－○ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 31 － 

第８問 ８－１ （２点） 

企業活動と行政とのかかわりに関する次の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 行政手続法上、行政庁は、申請に対する処分に係る審査基準を定め、行政上特別

の支障があるときを除き、これを公にしておかなければならない。 

 

② 行政手続法上、行政庁は、不利益処分に係る処分基準を定め、かつ、これを公に

しておくよう努めなければならない。 

 

③ 行政手続法上、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同

時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さな

いで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 

 

④ 行政手続法上、行政指導は書面によるほか口頭で行うこともでき、その相手方か

ら行政指導の内容を記載した書面の交付を求められた場合であっても、当該行政指

導に携わる者は、原則として、これを交付する必要はない。 

 

⑤ 地方公共団体の定める条例は、法律と矛盾抵触しない限り、法律の定めるものと

同一の事項について制定することもできる。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 32 － 

第８問 ８－２ （２点） 

Ａは、Ｂ社が他社と事業提携を行うに際して、商法上の仲立人として、Ｂ社との間

で媒介契約を締結し、事業提携契約の成立のために活動を開始した。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．Ａは、Ｂ社の事業提携のために尽力したが、最終的に事業提携を成立させること

ができなかった。この場合、商法上、Ａは、Ｂ社に対して報酬を請求することがで

きない。 

 

イ．民法上、Ａは、Ｂ社に対して善良な管理者の注意をもって事業提携契約の成立に

尽力すべき義務を負う。 

 

ウ．Ａの仲立により、Ｂ社とＣ社の間で事業提携契約が成立した。この場合、商法上、

Ａは、Ｂ社およびＣ社の商号、契約年月日およびその要領を帳簿に記載して保存し

なければならないが、Ｂ社またはＣ社からその帳簿の謄本の交付の請求を受けたと

しても、これを交付する義務を負わない。 

 

エ．Ａの仲立により、Ｂ社とＣ社の間で事業提携契約が成立した。この場合、商法上、

Ａは、当該事業提携契約の成立を証する書面（結約書）を作成し、署名または記名

押印の上、Ｂ社およびＣ社に交付した後でなければ、報酬を請求することができな

い。 

 

オ．Ａの仲立により成立したＢ社とＣ社の事業提携契約において、Ｃ社は、Ｂ社に権

利金を交付すべきことが定められていた。この場合において、本件媒介契約に特段

の定めがなくとも、商法上、Ｃ社は、Ａに当該権利金を交付したときは、Ｂ社に対

して債務を履行したものとみなされる。 

 

① アイエ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イウオ  ⑤ ウエオ 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 33 － 

第８問 ８－３ （２点） 

不正競争防止法に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないもの

を１つだけ選びなさい。 

 

① 自己の商品の表示として、他人の商品を表示するものとして需要者の間に広く認

識されている周知のものと同一または類似の表示を使用し、他人の商品と混同を生

じさせる行為は、不正競争防止法上の不正競争に該当する。 

 

② 他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為は、当該形態が当該他人の商品

の機能を確保するために不可欠な形態であるときであっても、不正競争防止法上の

不正競争に該当する。 

 

③ 不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、

その営業上の利益を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の

停止または予防を請求することができる。 

 

④ 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意または過失により自己の営

業上の利益を侵害した者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、当該侵害をした者がその侵害の行為により利益を受けているときは、

その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定される。 

 

⑤ 外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、

その外国公務員等にその職務に関する行為をさせることを目的として金銭を供与し

てはならず、これに違反した者には刑事罰が科されることがある。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 34 － 

第８問 ８－４ （２点） 

Ａ社は、Ｂ社に対して500万円の貸金債権を有しているが、弁済期が経過してもＢ

社はＡ社に対して借入金の弁済をしない。Ａ社が当該貸金債権の回収のためにＢ社

の資産を調査したところ、Ｂ社は、Ｃ社に対して、履行期の到来した500万円の売

掛金債権を有するほかには、Ｂ社の債務の引当てとなる資産を有しないことが判明

した。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．Ｂ社が、Ｃ社に対して本件売掛金の支払いを求める訴えを裁判所に提起している

場合、Ａ社は、本件売掛金債権につき債権者代位権を行使することができない。 

 

イ．Ｃ社が、Ｂ社からの本件売掛金の請求について、その履行を拒絶することのでき

る抗弁権を有している場合であっても、Ａ社が本件売掛金債権につき債権者代位権

を行使し、Ｃ社に対し、本件売掛金債権を請求したときには、Ｃ社は、当該抗弁権

をＡ社に主張することはできない。 

 

ウ．Ａ社が本件売掛金債権につき債権者代位権を行使する場合、Ａ社は、Ｃ社に対し、

売掛金をＢ社に支払うよう請求できるだけでなく、Ａ社に直接支払うよう請求する

こともできる。 

 

エ．Ｂ社は、第三者であるＤ社に本件売掛金債権を低廉な価格で譲渡した。この場合、

Ｂ社が行った本件売掛金債権の譲渡について、Ａ社が詐害行為取消権を行使するた

めには、Ｂ社が当該譲渡によってＢ社の債権者を害することを知っている必要があ

るが、Ｄ社が当該害すべき事実を知っていることは必要ではない。 

 

オ．Ａ社は、本件貸金債権を保全するため、本件売掛金債権について仮差押命令を得

てこれがＣ社に送達された。この場合、Ａ社は、当該仮差押命令に基づきＣ社から

売掛金を直接取り立てることができる。 

 

① アイ  ② アウ  ③ イオ  ④ ウエ  ⑤ エオ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 35 － 

第９問 ９－１ （２点） 

民事訴訟以外の法的紛争の解決手段に関する次のア～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．当事者間で裁判外の和解を行う場合、その内容を公正証書にしなければ、法律上、

和解の効力は認められない。 

 

イ．不動産の明渡しに関する当事者間の紛争について即決和解が成立し和解調書が作

成された場合、当該和解調書によって当該不動産の明渡しを強制執行することがで

きる。 

 

ウ．民事調停において当事者間に合意が成立した結果作成された調停調書は、債務名

義となり、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有する。 

 

エ．支払督促が発せられたが、相手方が督促異議を申し立てた場合、支払督促を申し

立てた時に、管轄のある簡易裁判所または地方裁判所に訴えを提起したものとみな

され、民事訴訟手続に移行する。 

 

オ．「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ＡＤＲ基本法）上、民事上の

法的紛争の当事者の一方が、認証紛争解決事業者との間で認証紛争解決手続に関す

る契約を締結すると、認証紛争解決手続が開始され、他方当事者は当該認証紛争解

決手続の期日に出頭することを強制される。この場合において、当該他方当事者が

当該期日に欠席したときには、直ちに、期日に出席した当事者の主張を認める執行

証書が作成される。 

 

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－× 
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第９問 ９－２ （２点） 

Ｘ株式会社は、資金調達のため、募集株式を発行することを検討している。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．Ｘ社は、会社法上の公開会社である場合、株主割当てにより募集株式を発行する

に際し、取締役会決議により募集事項を決定することができる。 

 

イ．株式会社が発行する株式数の上限について、会社法および定款の定めによる制限

はないため、Ｘ社が発行する募集株式の数については何ら制限されない。 

 

ウ．Ｘ社が募集株式の発行を行った場合において、募集株式の引受人のうちに出資の

履行をしない者がいる場合、Ｘ社の募集株式の発行手続自体は無効とならず、当該

出資の履行をしない者は募集株式の株主となる権利を失う。 

 

エ．Ｘ社が、会社法の規定に違反して募集株式の発行を行おうとしており、これによ

りＸ社の株主が不利益を受けるおそれがある場合、Ｘ社の株主は、Ｘ社に対し、事

前に募集株式の発行の差止めを請求することができる。 

 

オ．Ｘ社の株主は、Ｘ社が募集株式を発行した後は、募集株式の発行につきいかなる

法的瑕疵があっても、これを無効とすることはできない。 

 

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９問 ９－３ （２点） 

貸金業および金融商品取引業に対する規制に関する次のア～エの記述のうち、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．貸金業者であるＸ社は、消費者Ａとの間で貸付けの契約を締結しようとする場合

において、Ａの収入または収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その

他の返済能力に関する事項の調査により、当該貸付けの契約がＡの返済能力を超え

るものと認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。 

 

イ．貸金業者であるＸ社は、消費者Ａとの間で金銭消費貸借契約を締結したが、当該

契約における利息の定めは利息制限法の規定する利率の上限を超過するものであっ

た。この場合、利息制限法上、当該上限を超過する部分の利息の定めは無効である

が、当該上限を超えない範囲内の利息の定めは有効である。 

 

ウ．Ｘ社は、上場会社であるＹ社の発行済株式のうち10分の１を保有しているが、今

般、Ｙ社の経営権を取得すべく、取引所有価証券市場外でＹ社の株式を取得してそ

の株券等所有割合を発行済株式の３分の２を超えるものとすることを計画している。

この場合、金融商品取引法上、Ｘ社は、Ｙ社の株式を取得するためには、原則とし

て公開買付けの方法によらなければならないが、買付けの価格については個々の応

募株主ごとに合意することにより異なる価格を定めることができる。 

 

エ．Ｘ社の取締役Ａは、上場会社であるＹ社との契約締結交渉の過程で、Ｙ社が数千

億円規模の開発プロジェクトを計画しており、間もなくその計画が公表されること

を知った。この場合において、当該計画が公表される前にＡがＹ社の株式を取得し

ても、Ａは、Ｙ社の役職員ではないため、金融商品取引法違反とはならない。 

 

① アイ  ② アエ  ③ イウ  ④ イエ  ⑤ ウエ 
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第９問 ９－４ （２点） 

日本に本店所在地があるＸ社と、Ａ国に本店所在地があるＹ社との間で、国際売買

契約が締結された。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社とＹ社は、本件契約の締結に際し、本件契約に関する民事上の法的紛争が生

じた場合に備え、国際裁判管轄の合意を行い、日本の裁判所に管轄権があると定め

ていた。この場合であっても、日本の法制度は国際紛争についての合意管轄を認め

ていないので、Ｘ社は合意管轄に基づいて日本の裁判所に民事訴訟を提起すること

はできない。 

 

イ．本件契約に関して生じた民事上の法的紛争についての訴訟がＡ国の裁判所に係属

し、同国で審理が行われている。この場合、Ｘ社とＹ社は、本件契約の締結に際し、

本件契約に関する民事上の法的紛争が生じた場合に備え、準拠法を日本法とする旨

の合意をしていたとしても、Ａ国の法制度如何によっては、準拠法が日本法として

採用されず、Ａ国の法律が準拠法とされることもあり得る。 

 

ウ．Ｘ社とＹ社は、本件契約に関する民事上の法的紛争が生じた場合の準拠法をあら

かじめ定めていなかった。この場合における準拠法は、日本の法制度の下では、民

事訴訟における原告が属する国の法によるとされているため、Ｘ社が、本件契約に

関して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を提起し当該訴訟

が適法に係属すれば、当該紛争には日本の法律が適用される。 

 

エ．Ｙ社は、本件契約に関して生じた民事上の法的紛争についてＡ国で民事訴訟を提

起し勝訴判決を得たが、Ｘ社は当該訴訟が開始されたことについて必要な呼出しや

命令の送達を受けたことはなく、当該訴訟が提起されていることを知らなかった。

この場合、Ｙ社は、Ａ国で取得した判決に基づいて、Ｘ社が日本国内に保有する財

産について強制執行を申し立てることはできない。 

 

オ．Ｙ社は、本件契約に関して生じた民事上の法的紛争についてＡ国で民事訴訟を提

起し、Ａ国の第一審裁判所で勝訴した。この場合、Ｙ社は、当該勝訴判決が確定し

ていなくても、Ｘ社が日本国内に保有する財産について強制執行を申し立てること

ができる。 

 

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

株式会社の設立に関する次の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 会社は、その本店所在地において設立の登記をすることによって成立する。 

 

② 募集設立において、設立時発行株式を引き受ける者を募集する広告に自己の氏名

または名称および設立を賛助する旨を記載した者は、会社法上、発起人とみなされ、

一定の責任を負う。 

 

③ 会社設立時の定款は、会社法で定められた事項を記載し、発起人の全員がこれに

署名した時にその効力を生じる。 

 

④ 金銭以外の財産を出資の対象とする現物出資をする場合には、定款に会社法で定

められた事項を記載し、原則として、裁判所の選任する検査役の調査を受けなけれ

ばならない。 

 

⑤ 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を１株以上引き受けなけれ

ばならない。 
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第10問 10－２ （２点） 

商人間の契約に関する次の文章中の下線部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。 

 

 契約は、原則として、当事者による申込みの意思表示とこれに対する承諾の意思表

示が合致することにより成立する。申込みの意思表示は、承諾の期限を定めていない

限り、原則としてその効力を失わないが、①商法上、商人である対話者の間において

は、契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みはその効

力を失う。 

 また、②商法上、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込

みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければなら

ず、通知を発することを怠ったときは、当該申込みを承諾したものとみなされる。こ

れらはいずれも商取引の迅速性を考慮したものである。 

 売買契約が成立すると、売主には買主に対して目的物を引き渡す義務が、買主には

売主に対して代金を支払う義務が発生する。③売主および買主双方の義務を履行すべ

き場所については、民法上、特定物の引渡債務については債権発生の時にその物が存

在した場所において、それ以外の債務は債権者の現在の住所において履行しなければ

ならない。これに対し、④商行為によって生じた債務の場合、商法上、特定物の引渡

債務についても、債権者の現在の営業所（営業所がない場合にあっては、その住所）

において履行しなければならない。 

 また、⑤商法上、商人間の売買においては、買主は、その売買の目的物を受領した

ときは、遅滞なくその物を検査しなければならず、検査により売買の目的物に瑕疵が

あることまたはその数量に不足があることを発見したときは、原則として、直ちに売

主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵または数量の不足を理由として売

主の責任を追及することができなくなる。 
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第10問 10－３ （２点） 

担保的性質が認められるものに関する次の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社とＢ社は、Ａ社の所有する土地をＢ社に売却する旨の売買契約を締結するこ

ととした。当該売買契約において、Ａ社とＢ社が、契約成立後３年間はＡ社が売買

代金を返還して契約を解除することができる旨の特約をしても、当該特約は無効で

ある。 
 

② Ａ社は、Ｂ社に対して商品の売買代金債権を有している一方、Ｂ社に対して借入

金債務を負っている。この場合において、当該売買代金債権についてＢ社がＡ社に

対し同時履行の抗弁権を有していても、Ａ社は、当該売買代金債権の履行期が到来

すれば、当該売買代金債権を自働債権として、当該借入金債務を対当額で相殺する

ことができる。 
 

③ Ａ社は、Ｂ社との間で金銭消費貸借契約を締結し、Ｂ社に金銭を引き渡すととも

に、Ｂ社が債務の弁済を怠ったときは、弁済に代えて、Ｂ社が所有する本社ビルの

所有権をＡ社に移転するという停止条件付代物弁済契約を締結し、その旨の仮登記

を経た。その後、Ｂ社について破産手続開始決定がなされた場合、Ａ社は、当該ビ

ルにつき何らの権利を行使することもできず、破産手続に参加して配当を受けるほ

かない。 
 

④ Ａ社は、Ｂ社との間で金銭消費貸借契約を締結し、Ｂ社に金銭を引き渡すととも

に、Ｂ社が債務の弁済を怠ったときは、弁済に代えて、Ｂ社が所有する本社ビルの

所有権をＡ社に移転するという停止条件付代物弁済契約を締結し、その旨の仮登記

を経た。その後、Ｂ社が弁済を怠った場合に、当該ビルの価額が債権等の額を上回

っているときは、仮登記担保法上、Ｂ社は、原則として、Ａ社がその差額をＢ社に

支払うまでは、債権等の額に相当する金銭をＡ社に提供して、当該ビルの所有権を

受け戻すことができる。 
 

⑤ Ａ社とＢ社は、Ａ社の所有する大型発電機をＢ社に売却する旨の売買契約を締結

する際に、Ｂ社がその代金の全額を支払うまでは当該発電機の所有権をＡ社に留保

する旨を口頭で約定した。この場合、民法上、当該約定は書面でしなければ効力を

生じないため、Ａ社は、Ｂ社が代金の支払いを怠ったときであっても、Ｂ社に対し、

所有権に基づき当該発電機の引渡しを請求することはできない。 
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第10問 10－４ （２点） 

消費者契約法および割賦販売法に関する次の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 消費者Ａは、事業者Ｂの従業員Ｃから、現在プラチナの価格が世界的に高騰して

おり、２年後には間違いなく購入価格の２倍で売却することができるとの説明を受

け、それが確実であると誤認してプラチナ製のネックレスの売買契約を締結した。

この場合、消費者契約法に基づき、Ａは、当該売買契約を取り消すことができる。 

 

② 消費者Ａは、事業者Ｂとの間で、Ｂからフィットネスバイクを購入する旨の売買

契約を締結したが、当該売買契約には、Ｂの債務不履行によってＡに生じた損害を

賠償する責任の全部を免除する旨の条項が含まれていた。この場合、消費者契約法

上、当該条項は無効である。 

 

③ 消費者Ａは、割賦販売法上の包括信用購入あっせん業者であるＢ信販会社のクレ

ジットカードを用いて２年間に24回の分割払い（包括信用購入あっせん）により、

同法上の包括信用購入あっせん関係販売業者であるＣ社の店舗でノートパソコンを

購入する旨の売買契約を締結した。この場合、同法上、Ｂ社は、Ａに対して、遅滞

なく、当該売買契約における支払総額ならびに各回ごとの商品代金の支払い分の額

および支払時期等を記載した書面を交付しなければならず、これとは別に、Ｃ社も、

Ａに対して、遅滞なく、当該売買契約にかかる現金販売価格および商品の引渡時期

等を記載した書面を交付しなければならない。 

 

④ 消費者Ａは、割賦販売法上の包括信用購入あっせん業者であるＢ信販会社のクレ

ジットカードを用いて１年間に12回の分割払い（包括信用購入あっせん）により、

同法上の包括信用購入あっせん関係販売業者であるＣ社の店舗でノートパソコンを

購入する旨の売買契約を締結した。その後、ＡがＢ社に対する約定の支払い分の支

払いを怠ったとしても、同法上、Ｂ社は、Ａに対し、20日以上の相当な期間を定め

てその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなけれ

ば、支払いの遅滞を理由として、支払時期の到来していない支払い分の支払いを請

求することができない。 
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⑤ 消費者Ａは、割賦販売法上の包括信用購入あっせん業者であるＢ信販会社のクレ

ジットカードを用いて半年間に６回の分割払い（包括信用購入あっせん）により、

同法上の包括信用購入あっせん関係販売業者であるＣ社の店舗でノートパソコンを

購入する旨の売買契約を締結した。この場合、同法上、Ａは、当該売買契約を締結

した日から一定の期間内であれば、当該売買契約を解除する旨の書面を発してクー

リング・オフを行使することにより、当該売買契約を解除することができる。 

 


