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論文式試験問題集［公法系科目第１問］
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［公法系科目］

〔第１問〕（配点：１００）

インターネット上で地図を提供している複数の会社は，公道から当該地域の風景を撮影した画像

をインターネットで見ることができる機能に基づくサービスを提供している。ユーザーが地図上の

任意の地点を選びクリックすると，路上風景のパノラマ画像（以下「Ｚ機能画像」という。）に切り

替わる。

Ｚ機能画像は，どの会社の場合もほぼ共通した方法で撮影されている。公道を走る自動車の屋根

に高さ２メートル８０センチ前後（地上約４メートル）の位置にカメラを取付け，３次元方向のほ

ぼ全周（水平方向３６０度，上下方向２９０度）を撮影している。そのために，Ｚ機能画像では，

路上にいる人の顔，通行している車のナンバーや家の表札も映し出される。さらに，各家の塀を越

えた高さから撮影するので，庭にいる人や庭にある物ばかりでなく，家の中の様子までもが映し出

される場合がある。また，上下方向２９０度を撮影していることから，マンションの上の方の階の

ベランダにいる人やそこに置いてある物も映し出される場合がある。これにより個人が特定され得

るばかりでなく，庭，ベランダ，室内等に置いてある物から，そこに住む人の家族構成や生活ぶり

が推測され得る。さらに，このような情報は，犯罪を企む者に悪用されるおそれもあり得る。しか

しながら，会社側は，事前にＺ機能画像の撮影日時や場所を住民に周知する措置を採っていなかっ

た。

インターネット上で提供されるＺ機能画像が惹起するプライバシーの問題に関して，会社側は，

基本的には，公道から見えているものを映しているだけであり，言わば誰もが見ることのできるも

のなので，プライバシー侵害とはいえない，と主張している。特にＸ社は，以下のように，より積

極的にＺ機能画像が提供する情報の価値を主張している。まず，その情報は，ユーザー自身がそこ

を実際に歩いている感覚で画像を見ることができるので，ユーザーの利便性の向上に役立つ。ま

た，それは，不動産広告が誇大広告であるか否かを画像を見て確かめることによって詐欺被害を未

然に防止できるなど，社会的意義を有する。

ところで，Ｚ機能画像をめぐっては，個人を特定されないことや生活ぶりをのぞかれないことを

めぐる問題ばかりでなく，次のような問題も生じている。Ｚ機能画像には，公道上であっても，そ

の場所にいることやそこでの行動を知られたくない人にとっては，公開されたくない画像が大量に

含まれている。また，ドメスティック・バイオレンスからの保護施設など，公開されては困る施設

も映されている。加えて，路上や公園で遊ぶ子供が映されていることで，誘拐等の誘因になるので

はないかと案ずる親もいる。さらに，インターネット上に公開されたＺ機能画像の第三者による二

次的利用が，頻繁に見られるようになっている。

こういう中，Ｚ機能画像をインターネット上に提供することの中止を求める声が高まってきた。

２０＊＊年に，国会は，「特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回

復に関する法律」（以下「法」という。）を制定した【参考資料】。法は，システム提供者に対し，Ｚ

機能画像をインターネット上に掲載する前に，Ａ大臣に届け出ることを求めている（法第６条参

照）。また，法は，システム提供者が遵守すべき事項を規定している（法第７条参照）。Ａ大臣は，

Ｚ機能画像の提供によって被害を受けた者からの申立てがあったときは，法に定める手続に従って

被害の回復のための措置を講じることとされている（法第８条参照）。

法が制定されてから，多くの会社は，法の定める遵守事項を守り，また個別の苦情に応じて必要

な修正を施している。Ｘ社も，人の顔や表札など特定個人を識別することのできる情報と車のナン

バープレートについてはマスキングを施し，車載カメラの高さも法が定める高さに改めた。しか

し，Ｘ社は，家の中の様子など生活ぶりがうかがえるような画像については，法で具体的に明記さ

れていないとして，修正しなかった。数件の申立てに応じて，Ｘ社に対して，そのような画像に必

要な修正をすることを求める改善勧告がなされた。しかし，Ｘ社は，それらの修正を行わなかっ
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た。その結果，Ｘ社は，Ａ大臣から，行政手続法の定める手続に従って，特定地図検索システムの

提供の中止命令を受けた。

〔設問１〕

あなたがＸ社から依頼を受けた弁護士である場合，どのような訴訟を提起するか。そして，そ

の訴訟において，どのような憲法上の主張を行うか。憲法上の問題ごとに，その主張内容を書き

なさい。

〔設問２〕

設問１における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を，被告側の反論を想定しつつ，述べ

なさい。
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【参考資料】特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復に関する法律

第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は，特定地図検索システムによる情報の提供が，インターネットの普及その他社会

経済情勢の変化に伴うコンテンツに対する需要の高度化及び多様化に対応した利用者の利便の増進

に寄与するものであることに留意しつつ，当該情報の提供に伴い個人に関する情報が公にされるこ

とによる被害から適確に国民を保護することの緊要性に鑑み，当該被害の防止及び回復に関し，基

本理念を定め，国及びシステム提供者の責務を明らかにするとともに，システム提供者の遵守事

項，被害回復のための措置，被害回復委員会の設置その他必要な事項を定めることにより，国民生

活の安全と平穏の確保に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

一 特定地図検索システム インターネットを通じて不特定又は多数の者に提供される地図に関す

る情報の検索システムであって，文字，記号その他の符号又は航空写真を用いて表現される情報

提供の機能を補完するための機能として，画像の情報を提供するＺ機能を有するものをいう。

二 Ｚ機能 地図に対応する道路，建築物，工作物等及びその周辺の状況を路上等を移動する車両

に設置した水平方向に３６０度回転するカメラにより撮影した画像の情報を，電磁的方式（電子

的方式，磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式をいう。）によりイ

ンターネットを通じて不特定又は多数の者に提供するための機能をいう。

三 システム提供者 インターネットを通じて特定地図検索システムを提供する事業を営む者をい

う。

四 個人識別情報 個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるもの（他の情

報と容易に照合することができ，それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）をいう。

五 個人自動車登録番号等 個人の所有する自動車に係る道路運送車両法（昭和２６年法律第１８

５号）の規定による自動車登録番号又は車両番号をいう。

六 個人権利利益侵害情報 個人識別情報及び個人自動車登録番号等以外の個人に関する情報であ

って，公にすることにより，個人の権利利益を害するおそれのあるものをいう。

（基本理念）

第３条 特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復のために講ずべき

措置は，Ｚ機能の特性に鑑み，当該情報の提供が国民の生活の安全と平穏に重大な被害を及ぼすお

それがあり，かつ，国民自らその被害を回復することが著しく困難であることを踏まえ，国の関与

により，その被害を適確に防止するとともに，現に発生している被害を迅速に回復することが極め

て重要であるという基本的認識の下に，行われなければならない。

（国の責務）

第４条 国は，前条に定める基本理念にのっとり，特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国

民の被害の防止及び回復に関する施策を総合的に策定し，及び実施する責務を有する。

（システム提供者の責務）

第５条 システム提供者は，特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回

復について第一義的責任を有していることを認識し，その提供すべき画像の撮影及び編集，インタ

ーネットによる当該情報の公開及び管理その他の各段階において，自らその被害の防止及び回復の

ために必要な措置を講じる責務を有する。

第２章 被害の防止及び回復に関する措置

（提供開始の届出）
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第６条 システム提供者は，インターネットにより特定地図検索システムを提供しようとするとき

は，あらかじめ，その旨及びその内容をＡ大臣に届け出なければならない。その内容を変更しよう

とするときも，同様とする。

（遵守すべき事項）

第７条 システム提供者は，特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回

復のために必要な次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 提供すべき画像の撮影に当たっては，これに用いるカメラを地上から１メートル６０センチメ

ートルの高さを超える位置に設置してはならないこと。

二 提供すべき画像に個人識別情報若しくは個人自動車登録番号等又は個人権利利益侵害情報が含

まれている場合には，特定の個人若しくは個人自動車登録番号等を識別することができないよ

う，又は個人の権利利益を害するおそれをなくすよう，画像の修正その他の改善のために必要な

措置をとらなければならないこと。

三 インターネットにより提供した画像に個人識別情報若しくは個人自動車登録番号等又は個人権

利利益侵害情報が含まれていたことが判明した場合には，特定の個人若しくは個人自動車登録番

号等を識別することができないよう，又は個人の権利利益を害するおそれをなくすよう，画像の

修正その他の改善のために必要な措置をとらなければならないこと。この場合において，改善の

ために必要な措置をとることができないときは，インターネットによる特定地図検索システムの

提供を中止しなければならないこと。

四 提供すべき画像の撮影又はインターネットにより画像を提供するに当たっては，適時かつ適切

な方法で，対象となる地域の住民に対する周知の措置を講じるよう努めること。

五 特定地図検索システムによる情報の提供に伴う被害に関し，苦情等の申出があった場合には，

当該申出に対し適切な措置を講じるよう努めること。

六 前各号に掲げるもののほか，特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止

及び回復のために必要な事項として政令で定めるもの

（被害回復措置）

第８条 Ａ大臣は，特定地図検索システムによる情報の提供により被害を受けた者から申立てがあっ

たときは，措置を講じる必要が明らかにないと認める場合を除き，当該申立てに係る被害及びこれ

と同種の被害を回復するために必要な措置について，被害回復委員会に諮問しなければならない。

２ Ａ大臣は，前項の規定による諮問に対する答申があった場合において，同項の申立てに係る被害

及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるときは，システム提供者に対し，画像の

修正その他の提供に係る情報の改善のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

３ Ａ大臣は，前項の規定による勧告を受けた者が，正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとら

なかった場合において，第１項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため特に必要

があると認めるときは，その者に対し，その勧告に係る措置の実施又はインターネットによる特定

地図検索システムの提供の中止を命ずることができる。

４ Ａ大臣は，前項の規定による命令をしたときは，その旨を公表しなければならない。

第３章 被害回復委員会

（委員会の設置）

第９条 Ａ省に，被害回復委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）

第１０条 委員会は，次に掲げる事務をつかさどる。

一 第８条第１項の規定による諮問に応じて，調査審議し，Ａ大臣に対し，必要な答申をするこ

と。

二 特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復のために国が講ずべ

き施策について，Ａ大臣に意見を述べること。
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２ 委員会は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，Ａ大臣に対し，資料の提

出，説明その他必要な協力を求めることができる。

３ Ａ大臣は，第１項第一号の答申に基づき講じた措置について，委員会に報告しなければならな

い。

（組織等）

第１１条 委員会は，委員１０人をもって組織する。

２ 委員は，優れた識見を有する者のうちから，Ａ大臣が任命する。

３ 委員の任期は，３年とする。

４ その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，政令で定める。
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論文式試験問題集［公法系科目第２問］
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［公法系科目］

〔第２問〕（配点：１００〔〔設問１〕，〔設問２〕（１），〔設問２〕（２），〔設問３〕の配点の割合は，

3.5：1.5：3.5：1.5〕）

社団法人Ａは，モーターボート競走の勝舟投票券の場外発売場（以下「本件施設」という。）をＰ

市Ｑ地に設置する計画を立て，平成２２年に，モーターボート競走法（以下「法」という。）第５条

第１項により国土交通大臣の許可（以下「本件許可」という。）を受けた。Ａは，本件許可の申請書

を国土交通大臣に提出する際に，国土交通省の関係部局が発出した通達（「場外発売場の設置等の運

用について」及び「場外発売場の設置等の許可の取扱いについて」）に従い，Ｑ地の所在する地区の

自治会Ｒの同意書（以下「本件同意書」という。）を添付していた。本件許可がなされた直後に，Ｑ

地の近隣に法科大学院Ｓを設置している学校法人Ｘ１，及び自治会Ｒの構成員でありＱ地の近隣に

居住しているＸ２は，国に対し本件許可の取消しを求める訴え（以下「本件訴訟」という。）を提起

した。本件訴訟が提起されたため，Ａは，本件施設の工事にいまだ着手していない。

Ａの計画によれば，本件施設は，敷地面積約３万平方メートル，建物の延べ床面積約１万平方メ

ートルで，舟券投票所，映像設備，観覧スペース，食堂，売店等から構成され，７００台を収容す

る駐車場が設置される。本件施設が場外発売場として営業を行うのは，１年間に３５０日であり，

そのうち３００日はナイターが開催される。本件施設の開場は午前１０時であり，ナイターが開催

されない場合は午後４時頃，開催される場合は午後９時頃に，退場者が集中することになる。

また，本件施設の設置を計画されているＱ地，Ｘ２の住居，法科大学院Ｓ，及びこれらに共通の

最寄り駅であるＰ駅の間の位置関係は，次のとおりである。Ｑ地，Ｘ２の住居，法科大学院Ｓは，

いずれも，Ｐ駅からまっすぐに南下する県道（以下「県道」という。）に面している。Ｐ駅の周辺に

は商店や飲食店が立ち並び，住民，通勤者，通学者などが利用している。Ｐ駅から県道を通って南

下した場合，Ｐ駅から近い順に，法科大学院Ｓ，Ｘ２の住居，Ｑ地が所在し，Ｐ駅からの距離は，

法科大学院Ｓまでは約４００メートル，Ｘ２の住居までは約６００メートル，Ｑ地までは約８００

メートルである。逆にＱ地からの距離は，Ｘ２の住居までは約２００メートル，法科大学院Ｓまで

は約４００メートルとなる。

平成２３年になって，本件訴訟の過程で，本件同意書について次のような疑いが生じた。自治会

Ｒでは，Ｘ２も含めて，本件施設の設置に反対する住民が相当な数に上る。それにもかかわらず，

Ａによる本件施設の設置に同意することを決議した自治会Ｒの総会において，同意に賛成する者が

１２３名であったのに対し，反対する者は，１０名しかいなかった。これは，自治会Ｒの役員が，

本件施設の設置に反対する住民に総会の開催日時を通知しなかったために，大部分の反対派の住民

が総会に出席できなかったためではないか，という疑いである。

国土交通大臣は，この疑いが事実であると判明した場合，次の措置を執ることを検討している。

まず，Ａに対し，自治会Ｒの構成員の意思を真に反映した再度の決議に基づく自治会Ｒの同意を改

めて取得し，国土交通大臣に自治会Ｒの同意書を改めて提出するように求める（以下「要求措置」

という。）。そして，Ａが自治会Ｒの同意及び同意書を改めて取得することができない場合には，本

件許可を取り消す（以下「取消措置」という。）。

以上の事案について，Ｐ市に隣接するＴ市の職員は，将来Ｔ市でも同様の事態が生じる可能性が

あることから，弁護士に調査検討を依頼することにした。【資料１ 会議録】を読んだ上で，Ｔ市の

職員から依頼を受けた弁護士の立場に立って，以下の設問に答えなさい。

なお，法及びモーターボート競走法施行規則（以下「施行規則」という。）の抜粋を【資料２ 関

係法令】に，関係する通達の抜粋を【資料３ 関係通達】に，それぞれ掲げるので，適宜参照しな

さい。
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〔設問１〕

本件訴訟は適法か。Ｘ１及びＸ２それぞれの原告適格の有無に絞って論じなさい。

〔設問２〕

国土交通大臣が検討している要求措置及び取消措置について，以下の小問に答えなさい。

⑴ Ａが国土交通大臣に対し，要求措置に従う意思がないことを表明しているにもかかわらず，

国土交通大臣がＡに対し，取消措置を執る可能性を示しながら要求措置を執り続けた場合，Ａ

は，取消措置を受けるおそれを除去するには，どのような訴えを提起するべきか。最も適法と

される見込みが高く，かつ，実効的な訴えを，具体的に二つ候補を挙げて比較検討した上で答

えなさい。仮の救済は，考慮しなくてよい。

⑵ Ａが国土交通大臣に対し，要求措置に従う意思がないことを表明したため，国土交通大臣が

Ａに対し取消措置を執った場合，当該取消措置は適法か。解答に当たっては，関係する法令の

定め，自治会の同意を要求する通達，及び国土交通大臣がＡに対し執り得る措置の範囲ないし

限界を丁寧に検討しなさい。

〔設問３〕

Ｔ市は，新たに条例を定めて，次のような規定を置くことを検討している。①Ｔ市の区域に勝

舟投票券の場外発売場を設置しようとする事業者は，Ｔ市長に申請してＴ市長の許可を受けなけ

ればならない。②Ｔ市長は，場外発売場の施設が周辺環境と調和する場合に限り，その設置を許

可する。

このような条例による許可の制度が，事業者に対して実効性を持ち，また，住民及び事業者の

利害を適切に調整できるようにするためには，上記①②の規定以外に，どのような規定を条例に

置くことが考えられるか。また，このような条例を制定する場合に，条例の適法性に関してどの

ような点が問題になるか。考えられる規定の骨子及び条例の問題点を，簡潔に示しなさい。
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【資料１ 会議録】

職 員：Ｐ市は，場外舟券売場の件で大騒ぎになっていますが，我がＴ市にとっても他人事ではあ

りません。公営ギャンブルの場外券売場の設置が計画される可能性は，Ｔ市にもあります。

そこで，Ｐ市の事案を様々な角度から先生に検討していただいて，Ｔ市としても課題を見付

け出し，将来のための備えをしたいと考えています。そのような趣旨ですから，Ｐ市の事案

のいずれかの当事者や利害関係者の立場に立たずに，第三者の視点から御検討をお願いいた

します。

弁護士：公営ギャンブルの場外券売場の設置許可は，刑法第１８７条の富くじに当たるものの発売

等を適法にする法制度である点が，通常の事業の許認可とは違うところですね。私もこれま

で余り調査したことがない分野ですが，検討した上で文書を作成してみましょう。

職 員：早速，まず本件訴訟についてですが，これは，適法な訴えなのでしょうか。法，施行規則，

それから関係する通達を読みますと，それぞれに関係しそうな規定があるのですが，これら

の規定のそれぞれが，本件訴訟の適法性を判断する上でどのような意味を持つのか，どうも

うまく整理できないのです。

弁護士：問題になるのは，原告適格ですね。私の方で，法，施行規則，それから通達の関係する規

定と，それらの規定が原告適格を判断する上で持つ意味を明らかにしながら，Ｘ１とＸ２そ

れぞれの原告適格の有無を考えてみましょう。

職 員：お願いします。仮に本件訴訟が適法とされた場合に，本件許可が適法と判決されそうかど

うかも問題ですが，今年になって，状況が大きく変わりましたので，差し当たりその問題ま

では検討していただかなくて結構です。

弁護士：状況が変わったとは，どういうことですか。

職 員：地元の同意書の作成プロセスについて重大な疑惑が持ち上がり，今度は，紛争が国土交通

大臣とＡとの間で生じる可能性が出てきたのです。Ａは，裁判になって対立が激化してから

もう一度地元の同意書を取ることなど無理だというので，同意を取り直すつもりがないよう

ですが，国土交通大臣の方も，地元を軽んじる姿勢は取れないので，Ａに同意書を取り直す

ように求め続けることが予想されます。この場合，今度は，Ａが何らかの訴えを起こすこと

はできるのでしょうか。

弁護士：最も可能性のある訴えを検討して，具体的に挙げてみましょう。

職 員：それから，やや極端なケースを想定するのですが，地元の同意のプロセスに重大な瑕疵が

あった場合，国土交通大臣は，本件許可を取り消すことができるのでしょうか。この問題に

ついては，どうも私の頭が混乱しているので，いろいろ質問させてください。まず，施行規

則第１２条は，許可の基準として地元の同意とは規定していないのですが，そもそも，この

条文に定められた基準以外の理由で，許可を拒否できるのですか。

弁護士：関係法令をよく検討して，お答えすることにします。

職 員：よろしくお願いします。付け加えますと，地元の同意と定めているのは，国土交通省の通

達の方であり，これもそもそもの話になるのですが，このような通達に定められたことを理

由にして，許可を拒否してよいのですか。この点も教えていただければと思います。

弁護士：問題となっている通達の法的な性格をはっきりと説明するように，文書にまとめてみま

す。

職 員：通達の中身について言いますと，地元の同意を重視している点は，自治体の職員としては

とてもよく理解できます。ただ，許可の取消しという措置まで執ることができるのかと問わ

れると，自信を持って答えられないのです。

弁護士：法律家から見ますと，地元の同意を重視する行政手法には，問題点もありますね。国土交

通大臣が本件許可の申請に際して地元自治会の同意を得ておくように求める行政手法の意義

と問題点を，まとめておきましょう。その上で，疑惑が事実であると仮定して，国土交通大
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臣は，Ａに対してどこまでの指導，処分といった措置を執ることができるのか，執り得る措

置の範囲ないし限界についても綿密に検討しておきます。

職 員：今言われた「処分」について詳しく伺いたいのですが，仮に，地元自治会の同意がない場

合に，国土交通大臣が申請に対して不許可処分をする余地が多かれ少なかれあるという考え

方を採ると，一度許可をした後で許可を取り消す処分もできることになるのでしょうか。

弁護士：そこまで考えて，ようやく答えが出ますね。全体を順序立てて文書にまとめてみます。

職 員：助かります。それでやっと，我がＴ市の話になるのですが，Ｔ市の区域で場外舟券売場を

設置しようとする事業者が現れた場合，国が定めた法令や通達の基準だけで設置を認めるの

では，不十分であると考えています。Ｔ市としては，調和のとれた街づくりをするために，

場外舟券売場が周辺環境と調和するかをしっかりと審査して，市長が調和しないと判断した

場合には，設置をやめていただく制度を作りたいと考えています。このような制度を条例で

定める場合に，配慮すべき点を教えていただければ幸いです。

弁護士：解釈論だけでなく，立法論も大事ですからね。簡潔にまとめておきましょう。
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【資料２ 関係法令】

○ モーターボート競走法（昭和２６年６月１８日法律第２４２号）（抜粋）

（趣旨）

第１条 この法律は，モーターボートその他の船舶，船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振

興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興

に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し，あわせて観光に関する事業及び体育事

業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに，地方財政の改善を図るために

行うモーターボート競走に関し規定するものとする。

（競走の施行）

第２条 都道府県及び人口，財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村（以下「施行者」とい

う。）は，その議会の議決を経て，この法律の規定により，モーターボート競走（以下「競走」と

いう。）を行うことができる。

２～４ （略）

５ 施行者以外の者は，勝舟投票券（以下「舟券」という。）その他これに類似するものを発売し

て，競走を行つてはならない。

（競走場の設置）

第４条 競走の用に供するモーターボート競走場を設置し又は移転しようとする者は，国土交通省

令で定めるところにより，国土交通大臣の許可を受けなければならない。

２～４ （略）

５ 国土交通大臣は，必要があると認めるときは，第１項の許可に期限又は条件を附することがで

きる。

６ 国土交通大臣は，第１項の許可を受けた者（以下「競走場設置者」という。）が１年以上引き続

き同項の許可を受けて設置され若しくは移転されたモーターボート競走場（以下「競走場」とい

う。）を競走の用に供しなかつたとき，又は競走場の位置，構造及び設備がその許可の基準に適合

しなくなつたと認めるときは，同項の許可を取り消すことができる。

７，８ （略）

（場外発売場の設置）

第５条 舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は，国土交通省令で定め

るところにより，国土交通大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施

設を移転しようとするときも，同様とする。

２ 国土交通大臣は，前項の許可の申請があつたときは，申請に係る施設の位置，構造及び設備が

国土交通省令で定める基準に適合する場合に限り，その許可をすることができる。

３ 競走場外における舟券の発売等は，第１項の許可を受けて設置され又は移転された施設（以下

「場外発売場」という。）でしなければならない。

４ 前条第５項及び第６項の規定は第１項の許可について，同条第７項及び第８項の規定は場外発

売場及び場外発売場設置者（第１項の許可を受けた者をいう。以下同じ。）について，それぞれ準

用する。

（競走場内等の取締り）

第２２条 施行者は，競走場内の秩序（場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつて

は，当該場外発売場内の秩序を含む。）を維持し，かつ，競走の公正及び安全を確保するため，入

場者の整理，選手の出場に関する適正な条件の確保，競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競

走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。

（競走場及び場外発売場の維持）
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第２４条 （略）

２ 場外発売場設置者は，その場外発売場の位置，構造及び設備を第５条第２項の国土交通省令で

定める基準に適合するように維持しなければならない。

（秩序維持等に関する命令）

第５７条 国土交通大臣は，競走場内又は場外発売場内の秩序を維持し，競走の公正又は安全を確

保し，その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは，施行者，競走場設置者

又は場外発売場設置者に対し，選手の出場又は競走場若しくは場外発売場の貸借に関する条件を

適正にすべき旨の命令，競走場若しくは場外発売場を修理し，改造し，又は移転すべき旨の命令

その他必要な命令をすることができる。

（競走の開催の停止等）

第５８条 （略）

２ 国土交通大臣は，競走場設置者若しくは場外発売場設置者又はその役員が，この法律若しくは

この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し，又はその関係する競走につき公益

に反し，若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは，当該競走場設置者又は当該場外

発売場設置者に対し，その業務を停止し，若しくは制限し，又は当該役員を解任すべき旨を命ず

ることができる。

３ （略）

（競走場等の設置等の許可の取消し）

第５９条 国土交通大臣は，競走場設置者又は場外発売場設置者が前条第２項の規定による命令に

違反したときは，当該競走場又は当該場外発売場の設置又は移転の許可を取り消すことができ

る。

○ モーターボート競走法施行規則（昭和２６年７月９日運輸省令第５９号）（抜粋）

（場外発売場の設置等の許可の申請）

第１１条 法第５条第１項の規定により場外発売場の設置又は移転の許可を受けようとする者は，

次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

二 場外発売場の設置又は移転を必要とする事由

三 場外発売場の所在地

四 場外発売場の構造及び設備の概要

五 場外発売場を中心とする交通機関の状況

六 場外発売場の建設費の見積額及びその調達方法

七 場外発売場の建設工事の開始及び完了の予定年月日

八 その他必要な事項

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 場外発売場付近の見取図（場外発売場の周辺から１０００メートルの区域内にある文教施設

及び医療施設については，その位置及び名称を明記すること。）

二 場外発売場の設備の構造図及び配置図（１０００分の１以上の縮尺による。）

三 申請者が当該施設を使用する権原を有するか，又はこれを確実に取得することができること

を証明する書類

四 場外発売場の経営に関する収支見積書

五 施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類

（場外発売場の設置等の許可の基準）

第１２条 法第５条第２項の国土交通省令で定める基準（払戻金又は返還金の交付のみの用に供す
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る施設及び設備の基準を除く。）は，次のとおりとする。

一 位置は，文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。

二 構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。

三 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。

イ 舟券の発売等の用に供する施設及び設備

ロ 入場者の用に供する施設及び設備

ハ その他管理運営に必要な施設及び設備

四 （略）

２ （略）
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【資料３ 関係通達】

○ 場外発売場の設置等の運用について（平成２０年２月１５日付け国海総第１３６号海事局長か

ら各地方運輸局長，神戸運輸監理部長あて通達）（抜粋）

７ 場外発売場設置予定者は，設置許可申請書に省令第２条の７（注１）第２項に定める書類のほ

か，地元との調整がとれていることを証明する書類及び管轄警察の指導の内容が反映されている

ことを証明する書類並びに建築確認申請書の写しを添付すること。

（注１）【資料２ 関係法令】に掲げる現行のモーターボート競走法施行規則第１１条を指す。以

下「省令」とは現行のモーターボート競走法施行規則を指す。

○ 場外発売場の位置，構造及び設備の基準の運用について（平成２０年２月１５日付け国海総第

１３９号海事局長から各地方運輸局長，神戸運輸監理部長あて通達）（抜粋）

１ 場外発売場の基準

場外発売場の基準の運用については，次のとおりとする。

⑴ 位置（省令第１２条第１項第１号）

① 「文教上著しい支障をきたすおそれがあるか否か」の判断は，文教施設から適当な距離を

有している，当該設置場所が主たる通学路（学校長が児童又は生徒の登下校の交通安全の確

保のために指定した小学校又は中学校の通学路をいう。）に面していないなど総合的に判断し

て行う。

② 「衛生上著しい支障をきたすおそれがあるか否か」の判断は，医療施設から適当な距離を

有している，救急病院又は救急診療所（都道府県知事が救急隊により搬送する医療機関とし

て認定したものをいう。）への救急車の主たる経路に面していないなど総合的に判断して行

う。

③ 文教施設とは，学問又は教育を行う施設であり，学校教育法第１条の学校（小学校，中学

校，高等学校，中等教育学校，大学，高等専門学校，盲学校，聾学校，養護学校及び幼稚園）

及び同法第８２条の２の専修学校をいう。

④ 医療施設とは，医療法第１条の５第１項の病院及び同条第２項の診療所（入院施設を有す

るものに限る。）をいう。

⑤ 「適当な距離」とは，著しい影響を及ぼさない距離をいい，場外発売場の規模，位置，道

路状況，周囲の地理的要因等により大きく異なる。

⑵～⑸ （略）

○ 場外発売場の設置等の許可の取扱いについて（平成２０年３月２８日付け国海総第５１３号海

事局総務課長から各地方運輸局海事振興部長，北陸信越運輸局海事部長，神戸運輸監理部海事振

興部長あて通達）（抜粋）

７ 局長通達（注２）７の「地元との調整がとれていること」とは，当該場外発売場の所在する自

治会等の同意，市町村の長の同意及び市町村の議会が反対を議決していないことをいう。

（注２）前記の平成２０年２月１５日付け国海総第１３６号「場外発売場の設置等の運用につい

て」を指す。
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論文式試験問題集［民事系科目第１問］
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［民事系科目］

〔第１問〕（配点：１００〔〔設問１〕から〔設問３〕までの配点の割合は，４：３：３〕）

次の文章を読んで，後記の〔設問１〕から〔設問３〕までに答えなさい。なお，解答に当たって

は，利息及び遅延損害金を考慮に入れないものとする。

【事実】

１．ＡとＢは，共に不動産賃貸業を営んでいる。Ｂは，地下１階，地上４階，各階の床面積が８

０平方メートルの事務所・店舗用の中古建物一棟（以下「甲建物」という。）及びその敷地２

００平方メートル（以下「乙土地」という。）を所有していた。甲建物の内装は剥がれ，エレ

ベーターは老朽化して使用することができず，賃借人もいない状況であったが，Ｂは，資金面

で余裕があったにもかかわらず，貸ビルの需要が低迷し，今後当分は賃借人が現れる見込みが

ないと考え，甲建物を改修せず，放置していた。Ｂは，平成２１年７月上旬，現状のまま売却

する場合の甲建物及び乙土地の市場価値を査定してもらったところ，甲建物は１億円，乙土地

は４億円であるとの査定額が出た。

２．平成２１年８月上旬，Ｂは，Ａから，「甲建物の地下１階及び地上１階を店舗用に，地上２

階から４階までを事務所用に，それぞれ内装を更新し，エレベーターも 新のものに入れ替え

た建物に改修する工事を自らの費用で行うので，甲建物を賃貸してほしい。」との申出を受け

た。この申出があった当時，甲建物を改修して賃貸に出せる状態にした前提で，これを一棟全

体として賃貸する場合における賃料の相場は，少なくとも月額４００万円であり，Ａ及びＢ

は，そのことを知っていた。

３．そこで，ＡとＢは，平成２１年１０月３０日，甲建物の使用収益のために必要なエレベータ

ー設置及び内装工事費用等は全てＡが負担すること，設置されたエレベーター及び更新された

内装の所有権はＢに帰属すること，甲建物の賃料は平成２２年２月１日から月額２００万円で

発生し，その支払は毎月分を当月末日払いとすること，賃貸期間は同日から３年とすることを

内容として，甲建物の賃貸借契約を締結した。その際，賃貸借契約終了による甲建物の返還時

にＡはＢに対して上記工事に関連して名目のいかんを問わず金銭的請求をしないこと，Ａが賃

料の支払を３か月間怠った場合，Ｂは催告なしに賃貸借契約を解除することができること，Ａ

は甲建物の全部又は一部を転貸することができること，契約終了の６か月前までに一方当事者

から異議の申出がされない限り，同一条件で契約期間を自動更新することという特約が，ＡＢ

間で交わされた。また，ＡＢ間での賃貸借契約の締結に際し，敷金として２５００万円がＡか

らＢに支払われた。

４．平成２１年１１月１０日，Ａは，Ｂから甲建物の引渡しを受け，Ｂの承諾の下，Ｃとの間

で，甲建物の地下１階から地上４階までの内装工事をＣに５０００万円で請け負わせる契約を

締結し，また，Ｄとの間で，エレベーター設備の更新工事をＤに２０００万円で請け負わせる

契約を締結した。いずれの契約においても，工事完成引渡日は平成２２年１月３１日限り，工

事代金は着工時に上記金額の半額，完成引渡後の１週間以内に残金全部を支払うこととされ

た。そして，Ａは，同日，Ｃに２５００万円，Ｄに１０００万円を支払った。

５．Ｃは，大部分の工事を，下請業者Ｅに請け負わせた。ＣＥ間の下請負契約における工事代金

は４０００万円であり，Ｃは，Ｅに前金として２０００万円を支払った。

６．Ｃ及びＤは，平成２２年１月３１日，全内装工事及びエレベーター設備の更新工事を完成

し，同日，Ａは，エレベーターを含む甲建物全体の引渡しを受けた。

７．Ａは，Ｄに対しては，平成２２年２月７日に請負工事残代金１０００万円を支払ったが，Ｃ

に対しては，内装工事が自分の描いていたイメージと違うことを理由として，残代金の支払を

拒否している。また，Ｃは，Ｅから下請負工事残代金の請求を受けているが，これを支払って
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いない。

８．Ａは，Ｂとの賃貸借契約締結直後から，平成２２年２月１日より甲建物を一棟全体として，

月額賃料４００万円で転貸しようと考え，借り手を探していたが，なかなか見付からなかっ

た。そのため，Ａは，Ｂに対し賃料の支払を同月分からしていない。

９．Ｂは，Ａに対し再三にわたり賃料支払の督促をしたが，Ａがこれを支払わないまま，３か月

以上経過した。しかし，Ｂは，Ａに対し賃貸借契約の解除通知をしなかった。その後，Ｂは，

Ａの未払賃料総額が６か月分の１２００万円となった平成２２年８月１日に，甲建物及び乙土

地を，５億６０００万円でＦに売却した。代金の内訳は，甲建物が１億６０００万円で，乙土

地が４億円であった。甲建物の代金は，内装やエレベーターの状態など建物全体の価値を査定

して得られた甲建物の市場価値が２億円であったことを踏まえ，ＦがＢから承継する敷金返還

債務の額が１３００万円であることその他の事情を考慮に入れ，査定額から若干値引きするこ

とにより決定したものである。Ｆは，同日，Ｂに代金全額を支払い，甲建物及び乙土地の引渡

しを受けた。そして，同年８月２日付けで，上記売買を原因とするＢからＦへの甲建物及び乙

土地の所有権移転登記がされた。なお，上記売買契約に際して，Ｂ及びＦは，ＦがＢの敷金返

還債務を承継する旨の合意をした。

10．Ｆは，Ｂから甲建物及び乙土地を譲り受けるに際し，Ａを呼び出してＡから事情を聞いたと

ころ，遅くとも平成２２年中には転貸借契約を締結することができそうだと説明を受けた。そ

のため，Ｆは，早晩，Ａが転借人を見付けることができ，Ａの賃料の支払も可能になるだろう

と考えた。また，Ｆは，甲建物及び乙土地の購入のために金融機関から資金を借り入れてお

り，その利息負担の軽減のため，その借入元本債務を期限前に弁済しようと考えた。そこで，

Ｆは，同年９月１日，ＦがＡに対して有する平成２３年１月分から同年１２月分までの合計２

４００万円の賃料債権を，その額面から若干割り引いて，代金２０００万円でＧに譲渡する旨

の契約をＧとの間で締結し（以下「本件債権売買契約」という。），同日，代金全額がＧからＦ

に対して支払われた。そして，同日，ＦとＧは，連名で，Ａに対して，上記債権譲渡につき，

配達証明付内容証明郵便によって通知を行い，翌日，同通知は，Ａに到達した。

11．ところが，平成２２年９月末頃，Ａが売掛金債権を有している取引先が突然倒産し，売掛金

の回収が見込めなくなり，Ａは，この売掛金債権を自らの運転資金の当てにしていたため，資

金繰りに窮する状態に陥るとともに無資力となった。そのため，Ａは，Ｆとの間で協議の場を

設け，今となっては事実上の倒産状態にあること及び甲建物の内装工事をしたＣに対する請負

残代金２５００万円が未払であることを含め，自らの置かれた現在の状況を説明するととも

に，甲建物の転借を希望する者が現れないこと，今後も賃料を支払うことのできる見込みが全

くないことを告げ，Ｆに対し，この際，Ｆとの間の甲建物の賃貸借契約を終了させたいと申し

入れた。Ｆは，Ａに対する賃料債権をＧに譲渡していることが気になったが，いずれにせよ，

Ａから賃料が支払われる可能性は乏しく，Ｇによる賃料債権回収の可能性はないと考え，Ａの

申入れを受けて，同年１０月３日，Ａ及びＦは，甲建物の賃貸借契約を同月３１日付けで解除

する旨の合意をした。この合意に当たり，ＡＦ間では何らの金銭支払がなく，また，Ａ及びＦ

は，Ｆに対する敷金返還請求権をＡが放棄することを相互に確認した。そして，同月３１日，

Ａは，Ｆに甲建物を引き渡した。

12．Ｆは，Ａとの間で甲建物の賃貸借契約を解除する旨の合意をした平成２２年１０月３日以

降，直ちに，Ａに代わる借り手の募集を開始した。Ｈは，満７０歳であり，衣料品販売業を営

んでいる。Ｈは，事業拡張に伴う営業所新設のための建物を探していたが，甲建物をその有力

な候補とし，Ｆに対し，甲建物の内覧を申し出た。Ｈは，同月１２日，Ｆを通じてＡの同意を

も得た上で，甲建物の内部を見て歩き，エレベーターに乗ったところ，このエレベーターが下

降中に突然大きく揺れたため，Ｈは，転倒して右足を骨折し，３か月の入院加療が必要となっ

た。このエレベーターの不具合は，設置工事を行ったＤが，設置工程において必要とされてい
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た数か所のボルトを十分に締めていなかったことに起因するものであった。

13．Ｈは，この事故に遭う１年ほど前から，時々，歩いていてバランスを崩したり，つまずいた

りするなどの身体機能の低下があり，平成２２年４月に総合病院で検査を受けていた。その検

査の結果は，Ｈの身体機能の低下は加齢によるものであって，無理をしなければ日常生活を送

る上での支障はないが，定期的に病院で検査を受けるよう勧める，というものであった。

14．Ｈは，この勧めに従って，上記総合病院で，平成２２年５月から毎月１回の検査を受けてい

たが，特段の疾患はないと診断されていた。一方，この間，Ｈの妻が病気で入院したため，Ｈ

は，毎日のように病院と自宅とを往復し，時として徹夜で妻に付き添っていた。そのため，Ｈ

は，同年７月下旬頃から，かなりの疲労の蓄積を感じていた。Ｈが同年１０月１２日に甲建物

のエレベーターの揺れによって転倒し，右足を骨折するほどの重傷を負ったのは，Ｈのここ１

年ほどの身体機能の低下と妻の看病による疲労の蓄積も原因となっていた。

15．なお，甲建物の市場価値は，平成２２年１月３１日の工事完成による引渡し以降，現在に至

るまで，大きな変化なく２億円ほどで推移している。乙土地の市場価値も，この間，大きな変

化なく４億円ほどで推移している。

〔設問１〕 【事実】１から11まで及び【事実】15を前提として，以下の⑴及び⑵に答えなさい。

なお，解答に当たっては，敷金返還債務はＧに承継されていないものとして，また，【事実】７

に示したＡのＣに対する支払拒絶には合理的理由がないものとして考えなさい。民法第２４８条

に基づく請求については，検討する必要がない。

⑴ Ｃは，不当利得返還請求の方法によって，Ｂから，ＡＣ間の請負契約に基づく請負残代金に

相当する額を回収することを考えた。Ｃが請求する場合の論拠及び請求額について，Ｂからの

予想される反論も踏まえて検討しなさい。

⑵ Ｃは，不当利得返還請求以外の方法によって，Ｆから，ＡＣ間の請負契約に基づく請負残代

金に相当する額を回収することを考えた。Ｃが請求する場合の論拠及び請求額について，Ｆか

らの予想される反論も踏まえて検討しなさい。

〔設問２〕 Ｇは，平成２３年４月１日，Ａに対して，同年１月分から同年３月分までの未払賃料

総額計６００万円の支払を求めた。しかし，Ａは，そもそも当該期間に対応する賃料債務が発生

していないことを理由に，これを拒絶した。そこで，Ｇは，Ｆの債務不履行を理由として，本件

債権売買契約を解除し，Ｆに対し代金相当額の返還を求めることにした。

【事実】１から11までを前提として，Ｇの上記解除の主張を支える法的根拠を１つ選び，それ

について検討しなさい。その際，Ｆのどのような債務についての不履行を理由とすることができ

るか，また，解除の各要件は充足されているかを検討しなさい。

なお，検討に当たって，本件債権売買契約は有効であること及びＡＦ間の賃貸借契約の合意解

除は有効であることを前提とするとともに，敷金については考慮に入れないものとする。また，

ＧからＦに対する損害賠償請求については，検討する必要がない。

〔設問３〕 【事実】１から14までを前提として，以下の⑴及び⑵に答えなさい。

⑴ Ｈは，【事実】12に示したエレベーター内での転倒により被った損害の賠償を請求しようと

考えた。Ｈが損害賠償を請求する相手方として検討すべき者を挙げ，そのそれぞれに対して損

害賠償を請求するための論拠について，予想される反論も踏まえて論じなさい。

⑵ Ｈの損害賠償請求が認められる場合に，Ｈの身体機能の低下及び疲労の蓄積が損害の発生又

は拡大を招いたことを理由として，賠償額が減額されるべきか，理由を明らかにしつつ結論を

示しなさい。
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論文式試験問題集［民事系科目第２問］
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［民事系科目］

〔第２問〕（配点：１００）

次の文章を読んで，後記の設問に答えよ。

１．甲株式会社（以下「甲社」という。）は，携帯電話の販売を目的とする会社法上の公開会社であ

り，その株式をＰ証券取引所の新興企業向けの市場に上場している。

Ａは，甲社の創業者として，その発行済株式総数１０００万株のうち２５０万株の株式を有し

ていたが，平成２１年１２月に死亡した。そのため，Ａの唯一の相続人であるＢは，その株式を

相続した。

なお，甲社は，種類株式発行会社ではない大会社である。

２．甲社は，携帯電話を低価格で販売する手法により急成長を遂げたが，スマートフォン市場の拡

大という事業環境の変化への対応が遅れ，平成２２年に入り，その経営に陰りが見え始めた。そ

こで，甲社の代表取締役であるＣは，甲社の経営を立て直すため，大手電気通信事業者であり，

甲社株式３０万株を有する乙株式会社（以下「乙社」という。）との間で資本関係を強化して，甲

社の販売力を高めたいと考えた。

そこで，Ｃは，乙社に対し資本関係の強化を求め交渉したところ，乙社から，「市場価格を下回

る価格であれば，更に甲社株式を取得してよい。ただし，Ｂに甲社株式を手放させ，創業家の影

響力を一掃してほしい。」との回答を受けた。

３．これを受けて，ＣがＢと交渉したところ，Ｂは，相続税の支払資金を捻出する必要があったた

め，Ｃに対し，「創業以来のＡの多大な貢献を考慮した価格であれば，甲社株式の全てを手放して

も構わない。」と述べた。そこで，甲社は，Ｂとの間で，Ｂの有する甲社株式２５０万株の全てを

相対での取引により一括で取得することとし，その価格については，市場価格を２５％上回る価

格とすることで合意した。

４．そこで，甲社は，乙社と再交渉の結果，乙社との間で，甲社が，乙社に対し，Ｂから取得する

甲社株式２５０万株を市場価格の８０％で処分することに合意した。

５．甲社は，平成２２年６月１日に取締役会を開催し，同月２９日に開催する予定の定時株主総会

において，（ア）Ｂから甲社株式２５０万株を取得すること及び（イ）乙社にその自己株式を処分

することを議案とすることを決定した。

なお，甲社の定款には，定時株主総会における議決権の基準日は，事業年度の末日である毎年

３月３１日とすると定められていた。

６．５の（ア）を第１号議案とし，５の（イ）を第２号議案とする平成２２年６月２９日開催の定

時株主総会の招集通知並びに株主総会参考書類及び貸借対照表（【資料①】及び【資料②】は，そ

れぞれその概要を示したものである。）等が同月１０日に発送された。

なお，甲社は，Ｂ以外の甲社の株主に対し，第１号議案の「取得する相手方」の株主に自己を

も加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる旨を通知しなかった。

７．甲社は，同月２９日，定時株主総会を開催した。第１号議案の審議に入り，甲社の株主である

Ｄが，「私も，値段によっては買ってもらいたいが，どのような値段で取得するつもりなのか。」

と質問したところ，Ｃは，Ｂから甲社株式を取得する際の価格の算定方法やその理由を丁寧に説

明した。採決の結果，多くの株主が反対したものの，Ｂが賛成したため，議長であるＣは，出席

した株主の議決権の３分の２をかろうじて上回る賛成が得られたと判断して，第１号議案が可決

されたと宣言した。

８．続いて第２号議案の審議に入り，Ｃは，株主総会参考書類の記載に即して，乙社に特に有利な

金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由を説明したが，再びＤが，「処分価格を市場価

格の８０％と定めた根拠を明らかにされたい。」と質問したのに対し，Ｃが「企業秘密に関わるた
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め，その根拠を示すことはできない。」と述べて説明を拒絶したことから，審議が紛糾した。その

結果，多くの株主が反対したものの，乙社が賛成したため，Ｃは，出席した株主の議決権の３分

の２をかろうじて上回る賛成が得られたと判断して，第２号議案が可決されたと宣言した。

９．甲社は，定時株主総会の終了後引き続き，同日，取締役会を開催し，Ｂの有する甲社株式２５

０万株の全てを同月３０日に取得すること，同月２８日のＰ証券取引所における甲社株式の最終

の価格が１株８００円であったため，この価格を２５％上回る１株当たり１０００円をその取得

価格とすることなどを決定した。これに基づき，甲社は，Ｂから，同月３０日，甲社株式２５０

万株を総額２５億円で取得した（以下「本件自己株式取得」という。）。

なお，同年３月３１日から同年６月３０日までの間，甲社は，Ｂ以外の甲社の株主から甲社株

式を取得しておらず，また，甲社には，分配可能額に変動をもたらすその他の事象も生じていな

かった。

10．また，甲社は，同年７月２０日，乙社に対し，２５０万株の自己株式の処分を行い，その対価

として合計１６億円を得た（以下「本件自己株式処分」という。）。

その後，乙社は，同年８月３１日までに，５０万株の甲社株式を市場にて売却した。

11．ところが，甲社において，同年９月１日，従業員の内部告発によって，西日本事業部が平成２

１年度に架空売上げの計上を行っていたことが発覚した。そこで，甲社は，弁護士及び公認会計

士をメンバーとする調査委員会を設けて，徹底的な調査を行った上で，平成２２年３月３１日時

点における正しい貸借対照表（【資料③】は，その概要を示したものである。）を作り直した。

調査委員会の調査結果によれば，今回の架空売上げの計上による粉飾決算は，西日本事業部の

従業員が会計監査人ですら見抜けないような巧妙な手口で行ったもので，甲社の内部統制の体制

には問題がなく，Ｃが架空売上げの計上を見抜けなかったことに過失はなかったとされた。

12．その後，甲社では，その業績が急激に悪化した結果，甲社の平成２３年３月３１日時点におけ

る貸借対照表を取締役会で承認した時点で，３０億円の欠損が生じた。

〔設 問〕 ①本件自己株式取得の効力及び本件自己株式取得に関する甲社とＢとの間の法律関

係，②本件自己株式処分の効力並びに③本件自己株式取得及び本件自己株式処分に関するＣの甲

社に対する会社法上の責任について，それぞれ説明しなさい。
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【資料①】

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 特定の株主からの自己の株式の取得の件

当社は，今般，当社創業者Ａ氏の唯一の相続人であるＢ氏から，同氏の有す

る当社株式全てについて市場価格を上回る額での売却の打診を受けました。そ

こで，キャッシュフローの状況及び取得価格等を総合的に検討し，以下の要領

にて，市場価格を上回る額で自己の株式の取得を行うことにつき，ご承認をお

願いするものであります。

(1) 取得する相手方

Ｂ氏

(2) 取得する株式の数

当社株式２,５００,０００株（発行済株式総数に対する割合２５％）を上

限とする。

(3) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額

金銭とし，２５億円を上限とする。

(4) 株式を取得することができる期間

本株主総会終結の日の翌日から平成２２年７月１９日まで

第２号議案 自己株式処分の件

以下の要領にて，乙株式会社に対し，自己株式を処分することにつき，ご承

認をお願いするものであります。

(1) 処分する相手方

乙株式会社

(2) 処分する株式の数

当社株式２,５００,０００株

(3) 処分する株式の払込金額

１株当たり６４０円（平成２１年１２月１日から平成２２年５月３１日ま

での６か月間のＰ証券取引所における当社株式の最終の価格の平均値（８０

０円）に０．８を乗じた価格）

(4) 払込期日及び処分の日

平成２２年７月２０日

(5) 乙株式会社に特に有利な金額で自己株式の処分をすることを必要とする

理由

当社は，……（略）。
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【資料②】

貸借対照表
（平成２２年３月３１日現在）

（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）

流動資産 9,000 （略）

（略） 負債合計 3,000
（純資産の部）

株主資本 7,000
資本金 1,500
資本剰余金 1,500

固定資産 1,000 資本準備金 1,500
（略） その他資本剰余金 －

利益剰余金 4,000
利益準備金 500
その他利益剰余金 3,500

純資産合計 7,000
資産合計 10,000 負債・純資産合計 10,000

(注) 「－」は金額が０円であることを示す。

【資料③】

貸借対照表
（平成２２年３月３１日現在）

（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）

流動資産 6,000 （略）

（略） 負債合計 3,000
（純資産の部）

株主資本 4,000
資本金 1,500
資本剰余金 1,500

固定資産 1,000 資本準備金 1,500
（略） その他資本剰余金 －

利益剰余金 1,000
利益準備金 500
その他利益剰余金 500

純資産合計 4,000
資産合計 7,000 負債・純資産合計 7,000

(注) 「－」は金額が０円であることを示す。
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論文式試験問題集［民事系科目第３問］
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［民事系科目］

〔第３問〕（配点：１００〔〔設問１〕から〔設問３〕までの配点の割合は，３：４：３〕）

次の文章を読んで，後記の〔設問１〕から〔設問３〕までに答えなさい。

【事例１】

Ａは，医師であり，個人医院を開設しているが，将来の値上がりを期待して，近隣の土地を購

入してきた。しかし，同じ市内に開設された総合病院に対抗するために，平成１９年５月に借入

れをして高価な医療機器を購入したにもかかわらず，Ａの医院の患者数は伸び悩み，Ａは，平成

２１年夏頃から資金繰りに窮している。

Ｂは，Ａの友人であり，Ａが土地を購入するに際して，購入資金を貸与するなどの付き合いが

ある。Ｂは，かねてＡから，甲土地は実はＡの所有地である，と聞かされてきた。

Ｃは，Ａの弟Ｄ（故人）の子であり，Ｄの唯一の相続人である。

甲土地の所有権登記名義は，平成１４年３月２６日に売買を原因としてＥからＤに移転してい

る。

Ｂは，弁護士Ｐに依頼し，Ｄの単独相続人であるＣを被告として，Ａの甲土地の所有権に基づ

き，甲土地についてＤからＡへの所有権移転登記手続を請求して，平成２２年１２月８日に訴え

を提起した（以下，この訴訟を「訴訟１」という。）。

平成２３年１月２５日に開かれた第１回口頭弁論期日において，Ｐは，次のような主張をし

た。

① Ｂは，平成１７年６月１２日に，Ａに対して，平成２２年６月１２日に元本１２００万

円に利息２００万円を付して返済を受ける約束で，１２００万円を貸し渡した。

② 平成２２年６月１２日は経過した。

③ Ａは，甲土地を現に所有している。

④ 甲土地の所有権登記名義はＤにある。

⑤ Ａは，無資力である。

⑥ ＣはＤの子であるところ，Ｄは，平成１８年５月２８日に死亡した。

これに対して，Ｃは，同期日において，「②③④⑥は認めるが，①⑤は知らない。」旨の陳述を

した。

裁判官が，Ｐに対して，①の消費貸借契約について契約書があるかどうか質問したところ，Ｐ

は，「作成されていない。」と返答した。裁判官は，Ｐに対して，次回の口頭弁論期日に①と⑤の

事実を立証するよう促した。

第１回口頭弁論期日が終了した後，Ｃは，弁護士Ｑに訴訟１について相談し，Ｑを訴訟代理人

に選任した。

平成２３年３月８日に開かれた第２回口頭弁論期日において，Ｑは，次のような陳述をした。

⑦ 甲土地は，Ｅがもと所有していた。

⑧ 平成１４年２月２６日，Ａは，Ｅとの間で，甲土地を２２００万円で購入する旨の契約

を締結した。

⑨ Ａは，⑧の契約を締結するに際して，Ｄのためにすることを示した。

⑩ 同年２月１８日，Ｄは，Ａに対して，甲土地の購入について代理権を授与した。

裁判官がＱに対して，新たな陳述をした理由をただしたところ，Ｑは，次のように述べた。

Ｄが死亡した後，Ｃは，事あるごとに，Ａから，「甲土地は，Ｄのものではなく，Ａのもの
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だ。」と聞かされてきたので，それを鵜呑みにしてきました。しかし，私が改めてＥから事情

を聴取したところ，新たな事実が判明したので，甲土地の所有権がＥからＤへ，ＤからＣへ

と移転したと主張する次第です。

Ｐは，①と⑤の事実を証明するための文書を提出したが，⑦⑧⑨⑩に対する認否は，次回の口

頭弁論期日まで留保した。

以下は，第２回口頭弁論期日の数日後のＰと司法修習生Ｒとの会話である。

Ｐ：第２回口頭弁論期日でのＱの陳述について検討してみましょう。

Ｑが，甲土地の所有権がＥからＤへ，ＤからＣへと移転したと主張したので，Ａに問い合

わせてみました。すると，Ａからは，Ｄから代理権の授与を受けたことはないし，Ａが甲土

地の購入資金を出した，という説明を受けました。Ａによると，ＥはＤの知人で，ＡはＤの

紹介でＥから甲土地を購入したが，後になって思うと，ＤとＥは共謀してＡをだまして，甲

土地の所有権登記名義をＤに移したようだ，とのことでした。しかし，Ａは，弟や甥を相手

に事を荒立てるのはどうかと思い，Ｃに対して所有者がＡであることを告げるにとどめ，登

記は今までそのままにしていたそうです。

以上のＡの説明を前提にすると，次回の口頭弁論期日では，⑨と⑩を争うことが考えられ

ます。

しかし，そもそもＱの⑨と⑩の陳述は，Ｃが第１回口頭弁論期日で③を認めたことと矛盾

しています。そこが気になっているのです。

Ｒ：第１回口頭弁論期日で「甲土地は，Ａが現に所有している。」という点に権利自白が成立し

ているにもかかわらず，第２回口頭弁論期日でのＱの陳述は，甲土地をＡが現に所有してい

ることを否定する趣旨ですから，権利自白の撤回に当たるということでしょうか。

Ｐ：そのとおりです。もしそのような権利自白の撤回が許されないとすると，⑨と⑩について

の認否が要らないことになります。ですから，私としては，被告側の権利自白の撤回は許さ

れない，と次回の口頭弁論期日で主張してみようかと思っています。そこで，あなたにお願

いなのですが，このような私の主張を理論的に基礎付けることができるかどうか，検討して

いただきたいのです。

Ｒ：はい。しかし，考えたことのない問題ですので，うまくできるかどうか・・・。

Ｐ：確かに難しそうな問題ですね。事実の自白の撤回制限効の根拠にまで遡った検討が必要か

もしれません。「理論的基礎付けは難しい。」という結論になってもやむを得ませんが，ギリ

ギリのところまで「被告側の権利自白の撤回は許されない。」という方向で検討してみてくだ

さい。では，頑張ってください。

〔設問１〕 あなたが司法修習生Ｒであるとして，弁護士Ｐから与えられた課題に答えなさい。

【事例１（続き）】

Ｆ銀行は，Ａの言わばメインバンクであり，Ａに対して医療機器の購入資金や医院の運転資金

などを貸し付けてきた。現在，Ｆは，Ａに対して２５００万円の貸付金残高を有している。訴訟

１が第一審に係属していることを知ったＦがその進行状況を調査したところ，ＢがＢＡ間の消費

貸借契約締結の事実（①の事実）やＡの無資力の事実（⑤の事実）の立証に難渋している，との

情報が得られた。そこで，Ｆは，Ａに甲土地の所有権登記名義を得させるために，自らも訴訟１

に関与することはできないかと，弁護士Ｓに相談した。Ｓは，Ｂの原告適格が否定される可能性

があることを考慮すると，補助参加ではなく当事者として参加することを検討しなければならな

いと考えたが，どのような参加の方法が適当であるかについては，結論に至らなかった。



- 4 -

〔設問２〕 Ｆが訴訟１に参加する方法として，独立当事者参加と共同訴訟参加のそれぞれについ

て，認められるかどうかを検討しなさい。ただし，民事訴訟法第４７条第１項前段の詐害防止参

加を検討する必要はない。

【事例２】

Ｋは，乙土地上の丙建物に居住している。Ｋの配偶者は既に死亡しているが，ＫにはＬとＭの

２人の嫡出子があり，共に成人している。このうち，Ｌは，Ｋと同居しているが，遠く離れた地

方に居住するＭは，進路についてＫと対立したため，ＫやＬとほとんど没交渉となっている。

乙土地の所有権登記名義はＫの旧友であるＮにあり，丙建物の所有権登記名義はＫにある。

Ｎは，Ｋを被告として，平成２２年９月２日，乙土地の所有権に基づき，丙建物を収去して，

乙土地をＮに明け渡すことを請求して，訴えを提起した（以下，この訴訟を「訴訟２」という。）。

なお，訴訟２において，ＮにもＫにも訴訟代理人はいない。

平成２２年１０月１２日に開かれた第１回口頭弁論期日において，次の事項については，Ｎと

Ｋとの間で争いがなかった。

・ 乙土地をＮがもと所有していたこと。

・ Ｋが，丙建物を所有して，乙土地を占有していること。

・ 平成１０年５月頃，Ｎが，Ｋに対して，期間を定めないで，乙土地を，資材置場とし

て，無償で貸し渡したこと。

・ 平成２２年９月８日，Ｎが，Ｋに対して，乙土地の使用貸借契約を解除する旨の意思表

示をしたこと。

同期日において，Ｋは，平成１７年１２月頃，ＮとＫとの間で乙土地の贈与契約が締結された

と主張し，Ｎは，これを否認した。さらに，Ｋは，ＫとＮとの間で乙土地をＫが所有することの

確認を求める中間確認の訴えを提起した。

平成２２年１０月１６日，Ｋは交通事故により死亡し，ＬとＭがＫを共同相続し，それぞれに

ついて相続放棄をすることができる期間が経過した。平成２３年３月７日，ＮがＬとＭを相手方

として受継の申立てをし，同年４月１１日，受継の決定がされた。

平成２３年５月１０日に開かれた第２回口頭弁論期日において，Ｌは争う意思を明確にした

が，Ｍは「本訴請求を認諾し，中間確認請求を放棄する。」旨の陳述をした。

以下は，第２回口頭弁論期日終了後の裁判官Ｔと司法修習生Ｕとの会話である。

Ｔ：今日の期日で，Ｍは本訴請求の認諾と中間確認請求の放棄をしましたね。

Ｕ：はい。しかし，Ｌは認諾も放棄もせず，Ｎと争うつもりのようですね。

Ｔ：Ｌがそのような態度をとっている場合に，Ｍのした認諾と放棄がどのように扱われるべき

かは，一考を要する問題です。この問題をあなたに考えてもらうことにしましょう。

なお，ＬとＭが本訴被告の地位と中間確認の訴えの原告の地位を相続により承継したこと

によって，本訴請求と中間確認請求がどうなるかについては議論のあるところですが，当然

承継の効果として当事者の訴訟行為を経ずに，本訴請求の趣旨は「Ｌ及びＭは，丙建物を収

去して，乙土地をＮに明け渡せ。」に，中間確認請求の趣旨は「Ｌ及びＭとＮとの間で，乙土

地をＬ及びＭが共有することを確認する。」に，それぞれ変更される，という見解を前提とし

てください。

このような本訴請求の認諾と中間確認請求の放棄の陳述をＭだけがした場合に，この陳述

がどのように扱われるべきか，考えてみてください。その際には，判例がある場合にはそれ
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を踏まえる必要がありますが，それに無批判に従うことはせずに，本件での結果の妥当性な

どを考えて，あなたの意見をまとめてください。

〔設問３〕 あなたが司法修習生Ｕであるとして，裁判官Ｔから与えられた課題に答えなさい。
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論文式試験問題集［刑事系科目第１問］
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［刑事系科目］

〔第１問〕（配点：１００）

以下の事例に基づき，甲，乙及び丙の罪責について，具体的な事実を摘示しつつ論じなさい（特

別法違反の点を除く。）。

１ 甲（３５歳，男）は，ある夏の日の夜，Ａ県Ｂ市内の繁華街の飲食店にいる友人を迎えに行く

ため，同繁華街周辺まで車を運転し，車道の左側端に同車を駐車した後，友人との待ち合わせ場

所に向かって歩道を歩いていた。

その頃，乙（２３歳，男）と丙（２２歳，男）は，二人で酒を飲むため，同繁華街で適当な居

酒屋を探しながら歩いていた。乙と丙は，かつて同じ暴走族に所属しており，丙は，暴走族をや

めた後，会社員として働いていたが，乙は，少年時代から凶暴な性格で知られ，何度か傷害事件

を起こして少年院への入退院を繰り返しており，この当時は，地元の暴力団の事務所に出入りし

ていた。丙は，乙の先を歩きながら居酒屋を探しており，乙は，少し遅れて丙の後方を歩いてい

た。

その日は週末であったため，繁華街に出ている人も多く，歩道上を多くの人が行き交っていた

ところ，甲は，歩道を対向して歩いてきた乙と肩が接触した。しかし，乙は，謝りもせず，振り

返ることもなく歩いていった。甲は，一旦はやり過ごしたものの，乙の態度に腹が立ったので，

一言謝らせようと思い，４，５メートル先まで進んでいた乙を追い掛けた上，後ろから乙の肩に

手を掛け，「おい。人にぶつかっておいて何も言わないのか。謝れ。」と強い口調で言った。乙

は，振り向いて甲の顔をにらみつけながら，「お前，俺を誰だと思ってんだ。」などと言ってすご

んだ。甲は，もともと短気な性格であった上，普段から体を鍛えていて腕力に自信もあり，乙の

態度にひるむこともなかったので，甲と乙はにらみ合いになった。

甲と乙は，歩道上に向かい合って立ちながら，「謝れ。」，「そっちこそ謝れ。」などと言い合いを

していたが，そのうち，甲は，興奮のあまり，乙の腹部を右手の拳で１回殴打し，さらに，腹部

の痛みでしゃがみ込んだ乙の髪の毛をつかんだ上，その顔面を右膝で３回，立て続けに蹴った。

これにより，乙は，前歯を２本折るとともに口の中から出血し，加療約１か月間を要する上顎左

側中切歯・側切歯歯牙破折及び顔面打撲等の怪我をした。

丙は，乙がついてこないので引き返し，通行人が集まっている場所まで戻って来たところ，複

数の通行人に囲まれた中で，ちょうど，乙が甲に殴られた上で膝で蹴られる場面を見た。丙は，

乙が一方的にやられており，更に乙への攻撃が続けられる様子だったので，乙を助けてやろうと

思い，「何やってんだ。やめろ。」と怒鳴りながら，甲に駆け寄り，両手で甲の胸付近を強く押し

た。

甲は，一旦後ずさりしたものの，すぐに「何だお前は。仲間か。」などと言いながら丙に近づ

き，丙の腹部や大腿部を右足で２回蹴った。さらに，体格で勝る甲は，ひるんだ丙に対し，丙が

着ていたシャツの胸倉を両手でつかんで引き寄せた上，丙の頭部を右脇に抱え込み，「おら，お

ら，どうした。」などと言いながら，両手を組んで丙の頭部を締め上げた。

丙は，たまらず，近くの歩道上にしゃがみ込んでいた乙に対し，「助けてくれ。」と言った。

乙は，丙が助けを求めるのを聞いて立ち上がり，丙を助けるとともに甲にやられた仕返しをし

てやろうと思い，丙の頭部を締め上げていた甲に背後から近寄り，甲の後ろからその腰背部付近

を右足で２回蹴った。

甲は，それでもひるまず，丙の頭部を締め上げ続けたので，乙は，さらに，甲の腰背部付近を

数回右足で強く蹴った。

そのため，甲は，丙の頭部を締め上げていた手をようやく離した。

丙は，甲の手が離れるや，乙に向かっていこうとした甲の背後からその頭部を右手の拳で２回
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殴打した。

甲は，乙及び丙による上記一連の暴行により，加療約２週間を要する頭部打撲及び腰背部打撲

等の怪我をした。また，丙は，甲による上記一連の暴行により，加療約１週間を要する腹部打撲

等の怪我をした。

２ 甲は，二人組の相手に前後から挟まれ，形勢が不利になった上，周囲に多数の通行人が集ま

り，騒ぎが大きくなってきたので，この場から逃れようと思い，全速力で走って逃げ出した。

乙は，「待て。逃げんのか。」などと怒鳴りながら，甲の５，６メートル後ろを走って追い掛け

た。

丙は，乙が興奮すると何をするか分からないと知っていたので，逃げ出した甲を乙が追い掛け

ていくのを見て心配になり，少し遅れて二人を追い掛けた。

乙は，多数の通行人が見ている場所で甲からやられたことで面子を潰されたと思って逆上して

おり，甲を痛めつけてやらなければ気持ちがおさまらないと思い，走りながらズボンの後ろポケ

ットに入れていた折り畳み式ナイフ（刃体の長さ約１０センチメートル）を取り出し，ナイフの

刃を立てて右手に持った。

乙の後方を走っていた丙は，乙がナイフを右手に持っているのを見て，乙が甲に対して大怪我

をさせるのではないかなどと不安になり，走りながら，「やめとけ。ナイフなんかしまえ。」と何

度か叫んだ。

甲は，約３００メートル離れた車道上に止めてあった自分の車の近くまで駆け寄り，車の鍵を

取り出し，左手に持った鍵を運転席側ドアの鍵穴に差し込んだ。

乙は，甲に追い付き，その左手付近を目掛けてナイフで切りかかった。甲は左前腕部を切り付

けられて左前腕部に加療約３週間を要する切創を負った。

その頃，甲と乙を追い掛けてきた丙は，乙が甲に切りかかったのを見て，乙を制止するため，

乙の後ろから両肩をつかんで強く後方に引っ張り，乙を甲から引き離した。

３ 甲は，その隙に車の運転席に乗り込み，運転席ドアの鍵を掛け，エンジンをかけて車を発進さ

せた。

甲が車を発進させた場所は，片側３車線のアスファルト舗装された道路であり，甲の車の前方

には信号機があり，その手前には赤信号のため車が数台止まっていた。

甲は，前方に車が止まっていたので，低速で車を走行させたところ，乙は，丙を振り払い，走

って同車を追い掛け，運転席側ドアの少し開けられていた窓ガラスの上端部分を左手でつかみ，

窓ガラスの開いていた部分から右手に持ったナイフを車内に突っ込み，運転席に座っていた甲の

頭部や顔面に向けて何度か突き出しながら，「てめえ，やくざ者なめんな。逃げられると思ってん

のか。降りてこい。」などと言って甲に車から降りてこさせようとした。

甲は，信号が変わり前方の車が無くなったことから，しつこく車についてくる乙を何とかして

振り切ろうと思い，アクセルを踏んで車の速度を上げた。乙は，車の速度が上がるにつれて全速

力で走り出したが，次第に走っても車に追い付かないようになったため，運転席側ドアの窓ガラ

スの上端部分と同ドアのドアミラーの部分を両手でつかみ，運転席側ドアの下にあるステップに

両足を乗せて車に飛び乗った。その際，乙は，右手で持っていたナイフを車内の運転席シートと

ドアの間に落としてしまった。なお，甲の車は，四輪駆動の車高が高いタイプのものであった。

甲は，乙がそのような状態にあり，ナイフを車内に落としたことに気付いたものの，乙から逃

れるため，「乙が路面に頭などを強く打ち付けられてしまうだろうが，乙を振り落としてしまお

う。」と思い，アクセルを更に踏み込んで加速するとともに，ハンドルを左右に急激に切って車を

左右に蛇行させ始めた。

乙は，それでも，開いていた運転席側ドア窓ガラスの上端部分を左手でつかみ，右手の拳で窓

ガラスをたたきながら，「てめえ，降りてこい。車を止めろ。」などと言っていた。しかし，甲が

最初に車を発進させた場所から約２５０メートル車が進行した地点（甲が車を加速させるととも
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に蛇行運転を開始した地点から約２００メートル進行した地点）で，甲が何回目かにハンドルを

急激に左に切って左方向に車を進行させた際，乙は，手で自分の体を支えることができなくな

り，車から落下して路上に転倒し，頭部を路面に強打した。その際の車の速度は，時速約５０キ

ロメートルに達していた。甲は，乙を車から振り落とした後，そのまま逃走した。

乙は，頭部を路面に強打した結果，頭蓋骨骨折及び脳挫傷等の大怪我を負い，目撃者の通報で

臨場した救急車によって病院に搬送され，救命処置を受けて一命を取り留めたものの，意識は回

復せず，将来意識を回復する見込みも低いと診断された。
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論文式試験問題集［刑事系科目第２問］
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［刑事系科目］

〔第２問〕（配点：１００）

次の【事例】を読んで，後記〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。

【事 例】

１ 平成２２年５月１日，Ａ女は，Ｈ県警察本部刑事部捜査第一課を訪れ，同課所属の司法警察員

Ｐに，「２か月前のことですが，午後８時ころ，結婚を前提に交際していたＢと電話で話している

と，Ｂから『甲が来たから，また，後で連絡する。』と言われて電話を切られたことがありまし

た。甲は，Ｂの友人です。その３時間後，Ｂが私の携帯電話にメールを送信してきました。その

メールには，Ｂが甲及び乙と一緒に，甲の奥さんであるＶ女の死体を，『一本杉』のすぐ横に埋め

たという内容が書かれていました。ちなみに，『一本杉』は，Ｈ県Ｉ市内にあるＪ山の頂上付近に

そびえ立っている有名な杉です。また，乙も，Ｂの友人です。私は，このメールを見て，怖くな

ったので，思わず，メールを消去しました。その後，私は，このことを警察に伝えるべきかどう

か迷いましたが，Ｂとは結婚するつもりでしたので，結局，警察に伝えることができませんでし

た。しかし，昨日，Ｂとも完全に別れましたので，警察に伝えることに踏ん切りがつきました。

Ｂが私にうそをつく理由は全くありません。ですから，Ｂが私にメールで伝えてきたことは間違

いないはずです。よく調べてみてください。」などと言った。その後，司法警察員Ｐらは，直ち

に，前記「一本杉」付近に赴き，その周辺の土を掘り返して死体の有無を確認したところ，女性

の死体を発見した。そして，女性の死体と共に埋められていたバッグにＶ女の運転免許証が在中

していたことなどから，女性の死体がＶ女の死体であることが判明した。

そこで，同月３日，司法警察員Ｐらは，Ｂから事情を聞くため，Ｂが独り暮らしをしているＫ

マンション４０３号室に赴き，ＢにＨ県警察本部への任意同行を求めたところ，Ｂは，突然，司

法警察員Ｐらを振り切ってＫマンションの屋上に駆け上がり逃走を試みたが，同所から転落して

死亡した。

２ 同日，司法警察員Ｐは，死体遺棄の被疑事実で捜索差押許可状の発付を受け，部下と共に，前

記Ｋマンション４０３号室を捜索し，Ｂのパソコンを差し押さえた。

そして，同日，司法警察員Ｐは，Ｈ県警察本部において，差し押さえたＢのパソコンに保存さ

れていたメールの内容を確認したところ，Ａ女とＢとの間におけるメールの交信記録しか残って

いなかったが，Ｂが甲及び乙からＶ女を殺害したことを聞いた状況や甲及び乙と一緒にＶ女の死

体を遺棄した状況等を記載したＡ女宛てのメールが残っていた。そこで，司法警察員Ｐは，この

メール［メール①］を印刷し，これを添付した捜査報告書【資料１】を作成した。また，司法警

察員Ｐは，直ちに，［メール①］をＡ女に示したところ，Ａ女は，「［メール①］には見覚えがあり

ます。［メール①］は，Ｂが作成して私に送信したものに間違いありません。Ｂのパソコンは，Ｂ

以外に使用することはありません。私がパソコンに触れようとしただけで，『触るな。』と激しく

怒ったことがありますので，Ｂのパソコンを他人が使用することは，絶対にないと断言できま

す。」などと供述した。

３ Ｖ女に対する殺人，死体遺棄の犯人として甲及び乙が浮上したことから，司法警察員Ｐらは，

直ちに，甲及び乙の前歴及び前科を照会したところ，甲には，前歴及び前科がなかったものの，

乙には，平成２１年６月，窃盗（万引き）により，起訴猶予となった前歴１件があることが判明

した。

また，司法警察員Ｐは，差し押さえたＢのパソコンにつき，Ｂと甲との間におけるメールの交

信記録，Ｂと乙との間におけるメールの交信記録が消去されているのではないかと考え，直ちに

科学捜査研究所に，消去されたメールの復元・分析を嘱託した。

さらに，司法警察員Ｐらは，前記メールの復元・分析を進めている間に，甲及び乙が所在不明

となることを避けるため，甲及び乙に対する尾行や張り込みを開始した。
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４ その一方，司法警察員Ｐは，Ｖ女に対する殺人，死体遺棄事件を解明するため，甲及び乙を逮

捕したいと考えたものの，まだ，［メール①］だけでは，証拠が不十分であると判断し，Ｖ女に対

する殺人，死体遺棄事件以外の犯罪事実により甲及び乙を逮捕するため，部下に対し，甲及び乙

がＶ女に対する殺人，死体遺棄事件以外に犯罪を犯していないかを調べさせた。その結果，乙に

ついては，Ｖ女に対する殺人，死体遺棄事件以外の犯罪の嫌疑が見当たらなかったが，甲につい

ては，平成２２年１月１０日にＩ市内で発生したコンビニエンスストアＬにおける強盗事件の２

人組の犯人のうちの１名に酷似していることが判明した。そこで，同年５月１０日，司法警察員

Ｐは，コンビニエンスストアＬに赴き，被害者である店員Ｗに対し，甲の写真を含む複数の写真

を示して犯人が写った写真の有無を確認したところ，Ｗが甲の写真を選択して犯人の１人に間違

いない旨を供述したことから，その旨の供述録取書を作成した。

その後，司法警察員Ｐは，この供述録取書等を疎明資料として，前記強盗の被疑事実で甲に係

る逮捕状の発付を受け，同月１１日，同逮捕状に基づき，甲を通常逮捕した【逮捕①】。そして，

その際，司法警察員Ｐは，逮捕に伴う捜索を実施し，甲の携帯電話を発見したところ，前記強盗

事件の共犯者を解明するには，甲の交遊関係を把握する必要があると考え，この携帯電話を差し

押さえた。なお，この際，甲は，「差し押さえられた携帯電話については，私のものであり，私以

外の他人が使用したことは一切ない。」などと供述した。

司法警察員Ｐは，直ちに，この携帯電話に保存されたメールの内容を確認したところ，Ｂと甲

との間におけるメールの交信記録が残っており，その中には，ＢがＶ女の死体を遺棄したことに

対する報酬に関するものがあった。そこで，司法警察員Ｐは，同月１２日，殺人，死体遺棄の被

疑事実で捜索差押許可状の発付を受け，この携帯電話を差し押さえた。引き続き，司法警察員Ｐ

は，パソコンを利用して前記Ｂと甲との間におけるメール［メール②－１］及び［メール②－

２］を印刷し，これらを添付した捜査報告書【資料２】を作成した。

甲は，同日，Ｈ地方検察庁検察官に送致された上，同日中に前記強盗の被疑事実で勾留され

た。なお，甲は，前記強盗については，全く身に覚えがないなどと供述し，自己が犯人であるこ

とを否認した。

５ 同月１３日，司法警察員Ｐの指示を受けた部下である司法警察員Ｑが，乙を尾行してその行動

を確認していたところ，乙がＨ県Ｉ市内のスーパーＭにおいて，５００円相当の刺身パック１個

を万引きしたのを現認し，乙が同店を出たところで，乙を呼び止めた。すると，乙が突然逃げ出

したので，司法警察員Ｐは，直ちに，乙を追い掛けて現行犯逮捕した【逮捕②】。その後，乙は，

司法警察員Ｑの取調べに対し，犯罪事実について黙秘した。そこで，司法警察員Ｐは，乙の万引

きに関する動機や背景事情を解明するには，乙の家計簿やパソコンなど乙の生活状況が判明する

証拠を収集するよりほかないと考え，同日，窃盗の被疑事実で捜索差押許可状の発付を受け，部

下と共に，乙が単身で居住する自宅を捜索し，乙のパソコン等を差し押さえた。

その後，司法警察員Ｐは，同日中に，Ｈ県警察本部内において，差し押さえた乙のパソコンに

保存されたデータの内容を確認したところ，Ｂと乙との間におけるメールの交信記録が残ってい

るのを発見した。そして，その中には，［メール②－１］及び［メール②－２］と同様のＢがＶ女

の死体を遺棄したことに対する報酬に関するメールの交信記録が存在した。

乙は，同月１４日，Ｈ地方検察庁検察官に送致された上，同日中に前記窃盗の被疑事実で勾留

された。

６ 甲に対する取調べは，司法警察員Ｐが担当し，乙に対する取調べは，司法警察員Ｑが担当して

いたところ，司法警察員Ｐ及びＱは，いずれも，同月１５日，甲及び乙に対し，「他に何かやって

いないか。」などと余罪の有無について確認した。

すると，甲は，同日，「Ｖ女の死体を『一本杉』付近に埋めた」旨を供述したため，司法警察員

Ｐは，同日及び翌１６日の２日間，Ｖ女が死亡した経緯やＶ女の死体を遺棄した経緯等を聴取し

た。これに対し，甲は，［メール①］の内容に沿う供述をしたものの，上申書及び供述録取書の作
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成を拒否した。そのため，司法警察員Ｐは，同月１７日から，連日，前記強盗事件に関連する事

項を中心に聴取しながら，１日約３０分間ずつ，Ｖ女に対する殺人，死体遺棄事件に関する上申

書及び供述録取書の作成に応じるように説得を続けた。しかし，結局，甲は，この説得に応じな

かった。なお，司法警察員Ｐは，甲の前記供述を内容とする捜査報告書を作成しなかった。

一方，乙は，同月１５日に余罪がない旨を供述したので，司法警察員Ｑは，以後，Ｖ女に対す

る殺人，死体遺棄事件に関連する事項を一切聴取することがなかった。

７ 甲は，司法警察員Ｐによる取調べにおいて，前記強盗の犯人であることを一貫して否認した。

同月２１日，検察官は，甲を前記強盗の事実により公判請求するには証拠が足りないと判断し，

甲を釈放した。

乙は，同月１８日，司法警察員Ｑによる取調べにおいて，前記万引きの事実を認めた上，同月

２０日，弁護人を通じて被害を弁償した。そのため，同日，スーパーＭの店長は，乙の処罰を望

まない旨の上申書を検察官に提出した。そこで，検察官は，乙を勾留されている窃盗の事実によ

り公判請求する必要はないと判断し，同月２１日，乙を釈放した。

その一方で，同日中に，甲及び乙は，Ｖ女に対する殺人，死体遺棄の被疑事実で通常逮捕され

た【甲につき，逮捕③。乙につき，逮捕④。】。甲及び乙は，同月２３日，Ｈ地方検察庁検察官に

送致された上，同日中に前記殺人，死体遺棄の被疑事実で勾留された。なお，甲及び乙は，殺人，

死体遺棄の被疑事実による逮捕後，一切の質問に対して黙秘した。また，司法警察員Ｐは，殺人，

死体遺棄の被疑事実で捜索差押許可状の発付を受け，部下と共に，甲及び乙の自宅を捜索したも

のの，殺人，死体遺棄事件に関連する差し押さえるべき物を発見できなかった。その後，検察官

は，Ｂのパソコンにおけるメールの復元・分析の結果，Ｂのパソコンにも，甲の携帯電話及び乙

のパソコンに残っていた前記各メールと同じメールが保存されていたことが判明したことなどを

踏まえ，勾留延長後の同年６月１１日，甲及び乙を，殺人，死体遺棄の事実により，Ｈ地方裁判

所に公判請求した。

検察官は，公判前整理手続において，捜査報告書【資料１】につき，「殺人及び死体遺棄に関す

る犯罪事実の存在」，捜査報告書【資料２】につき，「死体遺棄の報酬に関するメールの交信記録

の存在と内容」を立証趣旨として，各捜査報告書を証拠調べ請求したところ，被告人甲及び被告

人乙の弁護人は，いずれも，不同意の意見を述べた。

〔設問１〕 【逮捕①】ないし【逮捕④】及びこれらの各逮捕に引き続く身体拘束の適法性につい

て，具体的事実を摘示しつつ論じなさい。

〔設問２〕 捜査報告書（【資料１】及び【資料２】）の証拠能力について，具体的事実を摘示しつ

つ論じなさい。
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【資料１】

捜 査 報 告 書
平成２２年５月３日

Ｈ県警察本部刑事部長

司法警察員 警視正 Ｓ 殿

Ｈ県警察本部刑事部捜査第一課

司法警察員 警部 Ｐ 印

死体遺棄 被疑者 Ｂ

（本籍，住居，職業，生年月日省略）

被疑者Ｂに対する頭書被疑事件につき，平成２２年５月３日，被疑者Ｂの自宅において

差し押さえたパソコンに保存されたデータを精査したところ，Ａ女あてのメールを発見し

たので，同メールを印刷した用紙１枚を添付して報告する。
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［メール①］

送信者： Ｂ

宛先： Ａ女

送信日時： ２０１０年３月１日 ２３：０３

件名： さっきはゴメン

さっきは，電話を途中で切ってゴメンな。今日の午後８時に甲が家に来たやろ。ここか

ら，すごいことが起こったんや。いずれ結婚するお前やから，打ち明けるが，甲は，俺の

家で，いきなり，「３０分前に，俺の家で，乙と一緒にＶ女の首を絞めて殺した。俺がＶ女

の体を押さえて，乙が両手でＶ女の首を絞めて殺した。Ｖ女を運んだり，Ｖ女を埋める道

具を積み込むには，俺や乙の車では小さい。お前の大きい車を貸してほしい。Ｖ女の死体

を捨てるのを手伝ってくれ。お礼として，１００万円をお前にやるから。」と言ってきたん

や。甲とＶ女のことは知っているやろ。甲は俺の友人で，Ｖ女は甲の奥さんや。乙のこと

は知らんやろうけど，俺の友人に乙というのがいるんや。その乙と甲がＶ女を殺したん

や。俺も金がないし，お前にも指輪の一つくらい買ってやろうと思い，引き受けた。人殺

しならともかく，死体を捨てるだけだから，大したことないと思うたんや。その後，すぐ

に，甲の家に行くと，Ｖ女の死体があったわ。また，そこには，乙もいて，「俺と甲の２人

で殺した。甲がＶ女の体を押さえて，俺が両手でＶ女の首を絞めて殺したんや。死体を捨

てるのを手伝ってくれ。」と言ってきた。その後，俺は，甲と乙と一緒に，Ｖ女の死体を俺

の車で一本杉まで運び，そのすぐ横の土を３人で掘ってＶ女の死体をバッグと一緒に投げ

入れ，土を上からかぶせて完全に埋めたんや。Ｖ女の死体を埋めるのに，午後９時から１

時間くらいかかったわ。疲れた。分かっていると思うが，このことは誰にも言うなよ。こ

れがばれたら，俺も捕まることになるから。そうなったら，結婚もできんわ。１００万円

もらったら，何でも好きなもの買ってやるから，言ってな。



- 7 -

【資料２】

捜 査 報 告 書
平成２２年５月１２日

Ｈ県警察本部刑事部長

司法警察員 警視正 Ｓ 殿

Ｈ県警察本部刑事部捜査第一課

司法警察員 警部 Ｐ 印

殺人，死体遺棄 被疑者 甲

被疑者 乙

（いずれも，本籍，住居，職業，生年月日省略）

被疑者甲及び同乙に対する頭書被疑事件につき，平成２２年５月１２日，Ｈ県警察本部

において差し押さえた甲の携帯電話に保存されていた甲とＢとの間におけるメールの交信

記録を用紙１枚に印刷したので，これを添付して報告する。
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［メール②－１］

送信者： Ｂ

宛先： 甲

受信日時： ２０１０年４月２８日 ２２：００

件名： 早うせえ

Ｖ女の死体を埋めたお礼の１００万円払え，早うせえや。

お前らがやったことをばらすぞ。

［メール②－２］

送信者： 甲

宛先： Ｂ

送信日時： ２０１０年４月２８日 ２２：３０

件名： Re：早うせえ

もう少し待ってくれ。

必ず，お礼の１００万円を払うから。
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論文式試験問題集［倒 産 法］
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［倒 産 法］

〔第１問〕（配点：５０）

次の事例について，以下の設問に答えなさい。

【事 例】

Ａ株式会社（以下「Ａ社」という。）は，Ｂ株式会社（以下「Ｂ社」という。）との間で，平成

２１年４月１日，甲土地を，期間を３０年として賃貸するとの土地賃貸借契約（以下「本件賃貸

借契約」という。）を締結し，Ｂ社は，賃借後に甲土地上に乙建物を建てて使用していた。

本件賃貸借契約においては，

① 賃料は，月額１００万円とし，毎月末日限り翌月分を前払とする。

② 賃借人が賃料の支払を３か月分以上怠ったときは，賃貸人は，賃借人に対し７日以上の期間

を定めて催告の上，本件賃貸借契約を解除することができる。

との約定があった。

その後，Ｂ社は，経営状態が悪化したことから，平成２３年３月１６日に破産手続開始を申し

立て，同日，破産手続開始決定がされ，Ｘが破産管財人に選任された。

〔設 問〕 以下の１及び２については，それぞれ独立したものとして解答しなさい。

１．上記事例において，Ｂ社が平成２３年１月分から同年３月分まで３か月分の賃料の支払をし

なかったため，Ａ社は，Ｂ社に対し，平成２３年３月３日にＢ社に到達した内容証明郵便によ

り１０日以内に賃料を支払うよう催告したが，Ｂ社からの賃料の支払はなかった。そこで，Ａ

社は，同月１７日，Ｘに対して本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。これに対して，

Ｘは，「自分は，第三者的立場にあるので，Ａ社の解除権の対抗を受けることはない。」と主張

した。

このＡ社による解除が認められるかについて，Ｘの主張に対するＡ社の反論も含めて，論じ

なさい。

２．上記事例において，Ｂ社は，平成２１年７月１日に，Ｃ株式会社（以下「Ｃ社」という。）か

ら２億円を借り入れるのと同時に，乙建物について，Ｃ社のために前記２億円の貸金債権を被

担保債権とする抵当権を設定し，その設定の登記がされた。

そして，Ｂ社は，Ａ社に対して賃料を約定どおり支払い続け，賃料不払等の債務不履行はな

い状態で，破産手続開始決定に至った。

破産手続開始後において，Ｃ社は，Ｘに対し，賃料の支払を継続しつつ，乙建物を売却して

２億円の貸付金の一部を返済するよう求めた。乙建物及び甲土地についての借地権の時価は，

合計約１億円程度であり，Ｘとしても，時価が被担保債権額を大きく下回る状況であり，破産

財団にとって月々の賃料負担が生ずる乙建物をできるだけ早く処理したいと考えたが，借地権

付建物であることもあり，売却まで相当時間が掛かりそうであった。

⑴ この状況で，Ｘが，破産法第５３条に基づき本件賃貸借契約を解除することの当否につい

て論じなさい。

⑵ Ｘは，本件賃貸借契約を解除せず，乙建物の買受希望者を募ったところ，破産手続開始後

６か月を経過したところで，ようやくＤ株式会社（以下「Ｄ社」という。）が，乙建物及び甲

土地についての借地権を合計１億円で買い受けたいとの意向を表明し，Ａ社も，Ｄ社に対し

てであれば，賃借権の譲渡を認めてもよいと回答した。そこで，Ｘは，Ｃ社に対し，乙建物

及び甲土地についての借地権を１億円で売却したいが，破産財団から支払った賃料合計６０

０万円を売却代金から差し引いた額をＣ社に支払うことで，抵当権の設定の登記の抹消に応

じてもらいたい旨を申し入れた。これに対して，Ｃ社は，賃料合計６００万円を差し引くこ

とは受け入れ難いと反発し，交渉は成立しなかった。
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この場合にＸが採ることができる法的手段について論じなさい。また，それに対してＣ社

が採ることができる対抗手段について述べなさい。
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〔第２問〕（配点：５０）

次の事例について，以下の設問に答えなさい。

【事 例】

Ｘ株式会社（以下「Ｘ社」という。）は，甲建物をＹ株式会社（以下「Ｙ社」という。）に賃貸

し，Ｙ社は，甲建物において製造業を営んでいた。ところが，Ｙ社が賃料の支払を怠ったため，

Ｘ社は，賃料不払を理由に賃貸借契約を解除したと主張して，平成２０年１月７日，Ｙ社を被告

として，賃貸借契約の終了に基づき，甲建物の明渡し並びに未払賃料及び明渡し済みに至るまで

の賃料相当損害金の支払を求める訴えを提起した（以下，提起された訴訟を「本件訴訟」という。）。

その後，Ｙ社は，同年２月１日，裁判所から再生手続開始決定を受けたが，同時に監督命令が

発せられ，監督委員として弁護士Ａが選任された。Ｙ社は，同年５月１日，再生計画案を作成し

て裁判所に提出した。

Ｙ社の再生計画案は，届出再生債権者の多数の賛成を得て可決され，同年８月１日に再生計画

の認可決定が確定した。

認可された再生計画（以下「本件再生計画」という。）の骨子は，次のとおりである。

・ 再生の基本方針

Ｙ社は，コストの削減に努めるとともに，売れ筋商品の製造に特化して収益を上げる。そ

して，その収益でもって，確定再生債権額に対し，破産配当率３％を超える８％に相当する

額を平成２１年から平成２８年まで毎年４月末日限り均等分割で支払う。

・ 再生債権の総額及び債権者数

再生債権の総額 １０億円

債権者数 ４０名

再生計画の認可決定の確定後，Ａは，Ｙ社の本件再生計画の遂行を監督し，Ｙ社は，本件再生

計画に基づき，平成２１年４月末日に第１回目の，平成２２年４月末日に第２回目の支払をした

が，その後，コストの削減が思うようにいかず，販売不振も重なって収益が上がらず，全ての再

生債権に対する平成２３年４月末日の第３回目の支払をしなかった。

本件再生計画の定めによって認められた確定再生債権の総額は，８０００万円であり，同日時

点において履行された額は，２０００万円である。

〔設 問〕 以下の１及び２については，それぞれ独立したものとして解答しなさい。

１．本件訴訟は，Ｙ社についての再生手続開始決定によりどのような影響を受けるか論じなさ

い。

２．上記事例において，確定した１億円の再生債権を有しており，本件再生計画の定めによって

２００万円の弁済を受けているＺは，このままの状態が続くと，Ｙ社の損失はますます膨ら

み，自己の債権の残額の回収が著しく困難になると考えた。Ｚは，民事再生法上，どのような

措置を採ることができるか論じなさい。
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論文式試験問題集［租 税 法］
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［租 税 法］

〔第１問〕（配点：５０）

Ａ（居住者）は，歯科医で昭和５５年からＱ歯科医院を営む事業者である。Ａの息子Ｂ（居住

者）は，平成１４年に歯科医師国家試験に合格し，５年間ほど大学病院で勤務医を務めた後，平成

１９年４月から，Ａと共にＱ歯科医院で治療に従事するようになり，また，Ｑ歯科医院に隣接する

Ａ所有の建物に，妻及び一人娘Ｃと共に両親と同居するようになった。Ｂは，Ａに家賃を払ってお

らず，生活費は，Ａと分担しているものの，分担の範囲や割合は明確でなく，月によって異なるこ

とが多い。また，家事は，Ａの妻とＢの妻が互いに助け合って行っている。

Ａは，一般歯科治療のみを行ってきたが，勤務医時代に矯正歯科治療の経験を積んだＢがＱ歯科

医院で治療に従事することになったので，同医院の診療科目に矯正歯科を加え，同医院の看板にも

「一般歯科 矯正歯科」と併記するようになった。Ａは，Ｑ歯科医院のＡ所有の敷地内に矯正歯科

用の別棟を建て，Ｂがそこで矯正歯科治療に従事している。Ａは，矯正歯科用の治療機器等の固定

資産について購入契約をＡ名義で締結し代金も支払ったが，機種等の選定はＢが行った。そのほ

か，矯正歯科治療用の矯正装置，医薬品等の棚卸資産は，Ｂが自分の名義で仕入代金も支払ってい

る。また，Ｂの指示の下で矯正歯科治療に補助的に従事する歯科衛生士は，Ｂが自分の名義で雇い

入れ，その人件費を負担しているが，Ｑ歯科医院に以前から勤務している事務員の人件費のほか，

Ｑ歯科医院単位で請求される光熱費等については，一般歯科と矯正歯科の患者数，診療時間，診療

スペース等に応じて，ＡとＢが按分して負担することにしている。

矯正歯科用の別棟及び治療機器等のＢによる使用に関しては，ＡとＢとの間で，平成１９年３月

に，Ｂは，使用料の支払に代えて，毎週月曜日，水曜日及び金曜日の午前中は，Ａに代わって一般

歯科治療に従事する旨の取決めがされていた。この取決めは，当時，Ｂの自己資金に余裕がなく，

Ｂが自己資金で矯正歯科用の建物を建て治療機器等の固定資産を購入することができなかったの

で，Ａが建てた建物や購入した治療機器等を使用することとし，その使用料をＢによる一般歯科治

療に係る収入で代替的に負担することを目的として，交わされたものである。Ｂは，この取決めに

従い，矯正歯科の診療時間を上記以外の曜日（日曜日及び祝日を除く。）の９時から１２時までと平

日の１６時から１９時までに設定している。なお，Ｂ名義の個人事業の開廃業等届出書は，平成１

９年５月に所轄税務署長に提出された。

ところで，矯正歯科治療は，基本的には，相談，検査，診断，調整施術（矯正装置の装着），その

後の処置（調整），観察等の経過を経て完了するのが一般的であり，通常３年以上の期間を要する。

Ｂは，検査や診断の際，その結果に基づいて矯正料金規程を示した上で，Ｂを契約当事者として明

記し，患者又はその保護者と矯正治療契約を交わすことにしている。矯正治療契約においては，Ｂ

は，矯正装置を装着した時に矯正料を一括して請求し受領すること，治療が中断される場合には，

受領した矯正料のうち，いまだなされていない治療行為に係る部分に相当する金額を返還すること

等が定められ，契約年数は，患者の症状に応じて３年ないし６年とされている。Ｂが平成１９年４

月から同２２年３月までの３年間に矯正料を返還した実績は，患者総数及び矯正料総収入のいずれ

についても１％程度にすぎず，しかも返還の理由も患者の転勤，転校等のやむを得ないものであっ

た。Ｂは，矯正料のほか，矯正装置の装着の前後を問わず何らかの処置を行った場合には，その内

容に応じた対価を別途受領することにしている。

Ｂは，前記の一般の患者に対する治療とは別に，平成２１年８月から，１０歳になった一人娘Ｃ

に矯正歯科治療を施し，既に矯正装置の装着を行っている。

ＢがＱ歯科医院で治療に従事するようになって半年ほど経つと，Ｂは，矯正歯科治療だけでなく

一般歯科治療についても腕が良いと患者や地域住民の間で評判になった。Ａも，Ｂの手腕を高く買

っており，矯正歯科に関して口出しすることは当初からほとんどなかった。Ｑ歯科医院の収入は，

矯正歯科治療に係る収入が加わったほか，一般歯科治療に係る収入も増えたため，平成１９年秋頃
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から飛躍的に増加しており，平成２１年には，Ａだけが歯科治療に従事していた平成１８年分の収

入に比べて，２．５倍ほどになり，しかも一般歯科治療に係る収入と矯正歯科治療に係る収入はほ

ぼ同額になった。Ｑ歯科医院では，平成１９年４月以降，⑴総治療収入のうち一般歯科治療に係る

部分はＡの収入，矯正歯科治療に係る部分はＢの収入とする会計処理がされており，また，⑵矯正

歯科治療に係る収入については，矯正治療契約に基づき矯正装置の装着時に一括して受領した矯正

料を治療の経過に応じて治療期間に係る各年分の収入とし，受領した矯正料のうち，いまだなされ

ていない治療行為に係る部分を前受金とする会計処理がされている。ＡとＢは，上記の会計処理に

基づき自己の収入とされた分を，平成１９年以降の各年分の所得税について，事業所得として確定

申告している。

以上の事案について，以下の設問に答えなさい。

〔設 問〕

１．Ｑ歯科医院の総治療収入のＡとＢへの配分に関するＱ歯科医院の会計処理（前記の事案中の

⑴の会計処理）に基づく確定申告の適否について，所得税法に則して，所得の人的帰属の判定

基準を明らかにしながら検討しなさい。

２．矯正歯科治療に係る収入の計上時期に関するＱ歯科医院の会計処理（前記の事案中の⑵の会

計処理）に基づく確定申告の適否について，所得税法に則して，条文を摘示しつつ検討しなさ

い。

３．娘Ｃに対するＢの矯正歯科治療を，所得課税の観点から評価しなさい。
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〔第２問〕（配点：５０）

個人で建築業を営むＡは，商品先物取引業者であるＢ社の営業員Ｃから「必ず儲かる。」と勧誘を

受けて，Ｃに言われるままに，商品先物取引を開始した。当該商品先物取引は，将来の一定の時期

に商品を受渡しすることを約束して，その価格を現時点で決める取引であり，約束の期日が来る前

にいつでも反対の売買をすることで「売り」と「買い」の契約を相殺し，その差額を清算して取引

を終了することができる取引（差金決済取引）である。Ａは，数回の取引をして決済したところ，

平成２１年中に，２０００万円の売買差益を得たので取引を止め，Ｂ社に手数料合計５００万円を

支払った。Ａは，これ以上の取引を望まなかったが，Ｃから更に強く勧誘されて，平成２２年も更

に数回の取引をしたところ，同年中に３０００万円の売買差損を生じたことから，Ｂ社に手数料合

計５００万円を支払って，Ｂ社を介した商品先物取引を終了した。Ａは，平成２３年に着手金３０

万円を支払って弁護士Ｄに依頼し，Ｂ社に対し，不法行為に基づく損害賠償訴訟を提起したとこ

ろ，裁判所は，同年中にＣの勧誘につきＢ社の不法行為成立を認めた上で，弁護士費用を含む損害

賠償金２００万円及び遅延損害金の支払をＢ社に命じる判決を下し，判決は確定した。Ｂ社は，判

決に従い，直ちに２２０万円（遅延損害金２０万円を含む。）をＡに支払った。また，Ａは，あらか

じめ約していた報酬４０万円をＤに支払った。なお，平成２１年，同２２年，同２３年とも，Ａは

建築業でそれぞれ３０００万円の所得を得ていた。

以上の事案について，以下の設問に答えなさい。なお，租税特別措置法については考えなくてよ

い。

〔設問１〕

１．Ａが商品先物取引によって平成２１年中に得た売買差益２０００万円の所得の種類はどのよ

うになるか。

２．平成２１年中にＡが支払った手数料５００万円の税法上の取扱いはどのようになるか。

３．Ａの商品先物取引によって平成２２年中に生じた売買差損３０００万円は，Ａの建築業での

所得金額３０００万円と損益通算できるか。

〔設問２〕

Ａが平成２３年中に得た損害賠償金等２２０万円の税法上の取扱いはどのようになるか。ま

た，同年中に弁護士Ｄに支払った着手金３０万円及び報酬４０万円の税法上の取扱いはどのよう

になるか。

（参照条文）所得税法施行令

第３０条 法第９条第１項第１７号（非課税所得）に規定する政令で定める保険金及び

損害賠償金（これらに類するものを含む。）は，次に掲げるものその他これらに類する

もの（これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必

要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には，当該金額

を控除した金額に相当する部分）とする。

一 （略）

二 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく

共済金（前号に該当するもの及び第１８４条第４項（満期返戻金等の意義）に規定

する満期返戻金等その他これに類するものを除く。）で資産の損害に基因して支払を

受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき

支払を受ける損害賠償金（これらのうち第９４条（事業所得の収入金額とされる保

険金等）の規定に該当するものを除く。）

三 （略）
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論文式試験問題集［経 済 法］
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［経 済 法］

〔第１問〕（配点：５０）

Ａ社とＢ社は，いずれも，化学メーカーである。Ａ，Ｂ両社は，多くの競合する化学製品を製造

販売しているが，このうち，甲製品の需要が，近年，減退傾向にあり，収益が悪化していることか

ら，共同新設分割の方法により，出資比率各５０％の共同出資会社Ｃ社を設立し，それぞれが営む

甲製品の製造販売事業を全てＣ社に承継させることを計画している。Ａ，Ｂ両社は，甲製品に不可

欠の原料である乙製品の製造販売も行っている。国内で製造されている乙製品の約４０％が甲製品

の原料として使用され，乙製品の製造販売業者にとって甲製品の製造販売業者は重要な顧客であ

る。そこで，Ｃ社には，Ａ，Ｂ各社から，乙製品の開発及び営業に長年従事してきた従業員につい

ても，数名ずつを，従業員として出向させることなどが予定されている。

甲製品の製造販売分野は，次のような状況にある。甲製品は，４種類のグレードに分かれ，それ

ぞれ用途が異なっているが，甲製品の製造販売業者は，４種類全てのグレードの甲製品を製造販売

しており，設備，コスト，時間のいずれの面においても，それぞれ異なる種類のグレードに転換し

て製造販売することが容易である。甲製品の製造販売業者の市場占有率（シェア）は，平成２２年

度末現在，Ａ社２０％，Ｂ社２０％，Ｌ社１３％，Ｍ社１０％，Ｎ社１０％，Ｏ社７％，輸入２０

％となっている。近年，甲製品の需要が減退傾向にあり，Ｌ社，Ｍ社，Ｎ社，Ｏ社は，いずれも，

甲製品の製造設備の稼働率は低く，製造設備に余裕がある。また，数年前までは，甲製品の輸入品

は，低価格であるものの，品質面で劣り，供給も不安定であったことから，ほとんどなかったが，

近年では，韓国，中国からの輸入品の品質が向上し，輸入品と国産品との間に品質の差がなくな

り，安定的に輸入が増加している。甲製品の輸入についての法規制も存在しない。甲製品のユーザ

ーは，全国的に所在しており，甲製品の製造販売業者は，これに対応して甲製品を供給している。

ほとんどのユーザーは，複数の取引先から購入しており，甲製品の品質に差がないことから，購入

先を変更することは容易であり，実際にも，購入先を変更することが珍しくない。

一方，乙製品の製造販売分野は，次のような状況にある。乙製品の製造販売業者のシェアは，平

成２２年度末現在，Ａ社３５％，Ｂ社３０％，Ｓ社１０％，Ｔ社１０％，Ｕ社７％，Ｖ社６％，輸

入２％となっている。乙製品の需要も減退気味であるが，Ｓ社，Ｔ社，Ｕ社，Ｖ社は，いずれも，

近年，乙製品の製造設備を縮小させてきており，製造設備に余裕がない。乙製品のユーザーは，甲

製品の製造販売業者を含め，安定調達を優先する傾向が強く，輸送時間が掛かる海外メーカーより

も国内メーカーから購入しており，今後もこの傾向に大きな変化はないものと認められる。乙製品

の製造販売には，数百億円規模の巨額の投資が必要とされるところ，過去４０年間，新たに乙製品

の製造販売事業に進出した事業者は存在しない。用途によっては，丙製品が乙製品に競合し得るこ

ともあるが，現在のところ，その程度は，小さいものにとどまっている。乙製品の製造販売業者と

そのユーザーとの取引は，甲製品の製造販売業者との取引の場合を含め，比較的固定的な関係にあ

り，取引先が変更されることは少ない。

〔設 問〕

Ａ，Ｂ両社によるＣ社の設立について，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下

「独占禁止法」という。）上の問題を検討し，併せて独占禁止法上の問題を解消するための対策につ

いても検討しなさい。
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〔第２問〕（配点：５０）

Ｘ１～Ｘ２０の２０社（以下「本件２０社」という。）は，甲市において，道路運送法上の一般乗

用旅客自動車運送事業を営む事業者（以下「タクシー事業者」という。）である。甲市は，タクシー

事業について独立した市場（交通圏）を形成しており，同市における本件２０社のタクシー保有台

数の合計は，全タクシー事業者の保有台数の約８０％を占めている。

Ａ社は，甲市におけるタクシーの「共通乗車券事業」を営む株式会社であり，その株主の大部分

は本件２０社で占められている。なお，ここで，「共通乗車券」とは，タクシー事業者の集金合理化

及びタクシーの乗客の利便を図るために発行されるもので，タクシーに乗車する客が，その券面に，

タクシー事業者に支払うべき料金・運賃の額を記載して，当該タクシー事業者に手交することによ

り，複数のタクシーの中から選択して乗車することができる乗車券である。そして，「共通乗車券事

業」とは，特定のタクシー事業者のタクシーを乗車し得る対象とする共通乗車券を発行するととも

に，あらかじめ共通乗車券の使用に関する契約を締結した官公庁・企業等から，当該タクシー事業

者に代わって，使用された共通乗車券の券面に記載された額に係る金銭を回収する事業である。ま

た「共通乗車券事業に係る契約」とは，Ａ社とタクシー事業者との間で締結される，共通乗車券の

発行方法や手数料等に関して定めた契約である。

共通乗車券が利用できるタクシーは，そうでないタクシーに比べて乗客の獲得上有利であること

から，甲市のタクシー事業者の大部分が，Ａ社と共通乗車券事業に係る契約を締結し，同事業を利

用している。なお，甲市におけるＡ社の共通乗車券の利用率は，全タクシー事業者の運賃・料金収

入の合計の約２５％であり，他は，現金やクレジットカードによる支払である。また，甲市におい

てＡ社以外に同様の共通乗車券事業を営む者は存在しない。

タクシー事業者は，タクシーの運賃・料金につき，道路運送法に基づく国土交通大臣の認可を受

けてこれを適用しているが，近年は，あらかじめ設定された上限額と下限額の範囲内であればほぼ

自動的に認可がなされる「自動認可運賃」制度が採用されている。そこで，かつては，認可された

運賃・料金が全てのタクシー事業者間で同一であった甲市においても，同制度を利用して，初乗り

運賃が他社より低い運賃（以下「低額運賃」という。）の認可を受ける事業者が現れた。

これに対し，かねてから，Ａ社の共通乗車券を利用する乗客が低額運賃タクシーに奪われている

ことに不満を持っていた本件２０社は，低額運賃による客の奪い合いが，歩合制で働く乗務員に収

入減による過重労働を強いて，交通事故の増加につながる危険があることが問題にされるようにな

ったことから，Ａ社を交えて低額運賃タクシーに対する対策を話し合う会合を開催することにした。

そして，話合いの結果，本件２０社は，タクシー事業の収益を維持し安全性を確保するためには，

低額運賃タクシーの抑制を図ることが必要であり，そのために，低額運賃のタクシー事業者には，

Ａ社の共通乗車券事業を利用させないようにするとの方針を採用することで一致し，会合の席上，

Ａ社に対して，今後は，低額運賃のタクシー事業者と共通乗車券事業に係る契約を締結しないよう

要請した。Ａ社は，本件２０社が共通乗車券事業の主要な利用者であり，かつ同社の株主の多数を

占めることから，この要請に従い，以下の具体的な措置を講じた。

⑴ 従来から低額運賃を適用していたＰ，Ｑ，Ｒの３社との共通乗車券事業に係る契約を解約し，

以後，新たな契約の申込みにも応じないことにした。

⑵ 新たに甲市のタクシー事業に参入したＳ社とＴ社が，共通乗車券事業に係る契約の申込みを

行ったのに対し，低額運賃を適用しているＳ社については，これに対する回答を留保し，その

後，当該契約を締結していない。

〔設 問〕

上記の，Ｘ１～Ｘ２０の２０社及びＡ社の行為について，独占禁止法上の問題点を分析して検討

しなさい。
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論文式試験問題集［知的財産法］
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[知的財産法]

〔第１問〕（配点：５０）

Ａは，物の発明αについて，日本の特許権（以下「本件特許権」という。）及び甲国の特許権（以

下「甲国特許権」という。）を有している。Ａは，日本でも甲国でも，その有する特許権の実施料収

入を得るほかは，事業活動を全く行っていない。日本においては，Ａは，本件特許権について，Ｂ

に対して東日本地域における独占的通常実施権を許諾し，Ｃに対して西日本地域における独占的通

常実施権を許諾している。ＢとＣは，いずれも発明αの実施品を製造販売している。他方，甲国に

おいては，Ａは，甲国特許権について，Ｄに対して発明αの実施を独占的に許諾している。ＡとＤ

の間の実施許諾契約では，Ｄが発明αの実施品を販売する地域を甲国に限ること，その実施品には

「甲国外への輸出を禁止する」という表示を付すこと，直接の販売先には甲国外に輸出しないこと

を同意させること，がいずれもＤに義務付けられている。Ｄは，甲国内において，発明αの実施品

を製造し，これをＥに販売している。

以上の事実関係を前提として，以下の設問に答えよ。

〔設 問〕

１．Ｂは秋田県において発明αの実施品を製造販売し，Ｆがこれを購入して岡山県において販売

している。Ａは，Ｆに対して差止請求をすることができるか。

２．Ｂは宮崎県において発明αの実施品を製造販売し，Ｇがこれを購入して鹿児島県において販

売している。ＡがＧに対して差止請求をした場合，これに対するＧの反論としていかなる主張

が考えられるか。

３．ＥはＤから購入した発明αの実施品を日本に輸出し，Ｈがこれを購入して高知県において販

売している。

⑴ Ｄが，Ａとの契約に違反して，その製造する発明αの実施品に「甲国外への輸出を禁止す

る」という表示を付していなかった場合，Ａは，Ｈに対して差止請求をすることができる

か。

⑵ Ｄは，Ａとの契約に従い，その製造する発明αの実施品に「甲国外への輸出を禁止する」

という表示を付していたが，Ｅがその表示を抹消した上でＨに販売している場合，Ａは，Ｈ

に対して差止請求をすることができるか。

４．上記３．のＨの行為が本件特許権の侵害となるとした場合，Ａ及びＣは，Ｈに対して，特許

法第１０２条第１項，第２項又は第３項を用いて損害額を算定してその賠償を請求することが

できるか。
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〔第２問〕（配点：５０）

コンピュータ用ゲームソフト製作会社であるＡは，新しい恋愛シミュレーションゲームの開発プ

ロジェクトを開始することを決定し，フリーのゲームクリエイターであるＢにこのプロジェクトに

参加することを要請した。Ｂは，この要請を受け入れ，Ａの施設内でこの開発作業に従事すること

になった。そして，Ｂは，Ａの従業員であるＣと共同して，ゲームソフトαを作成した。αの内容

は，ゲームを行う主人公（プレイヤー）が架空の高等学校の生徒となって，設定された登場人物の

中から憧れの生徒を選択し，卒業式の当日に，この生徒から愛の告白を受けることを目指して，そ

れにふさわしい能力を備えるための努力を積み重ねるというものである。αにおいては，プレイヤ

ーの能力値として９種類のパラメータの初期値が設定されている。そして，プレイヤーが選択でき

るコマンドがあらかじめ設定されるとともに，コマンドの選択により上昇するパラメータと下降す

るパラメータとが連動するように設定されており，プレイヤーが到達したパラメータの数値いかん

により，憧れの生徒から愛の告白を受けることができるか否かが決定される。αにおいては，初期

設定の主人公の能力値からスタートし，憧れの生徒から愛の告白を受けることを目標として主人公

自身の能力を向上させていくことが中核となるストーリーであり，その過程で主人公の能力値の達

成度等に応じて他の生徒との出会いがあるという設定となっており，そのストーリーは，一定の条

件下に一定の範囲内で展開されるものである。

Ａは，αを収納したＤＶＤを販売しており，αには，複製防止手段を施している。しかしなが

ら，このＤＶＤを購入したＤは，αに施された複製防止手段を回避することにより，αを複製し，

その複製物を収納したＤＶＤを販売しており，また，αをインターネット上に開設された自己のウ

ェブサイトに掲載した。

Ｄの販売するＤＶＤを購入したＥからこれを借り受けたその友人Ｆは，αを自己の有する空のＤ

ＶＤにダビングした。Ｇは，Ｄのウェブサイトにアクセスし，そこに掲載されたαを自己のパソコ

ン内のハードディスクにダウンロードした。Ｆ及びＧは，それぞれの自宅においてαをプレイして

いる。

以上の事実関係を前提として，以下の設問に答えよ。

〔設 問〕

１．Ａは，Ｆ及びＧに対して，著作権法に基づき，どのような請求をすることができるか。ま

た，Ｂは，Ｆ及びＧに対して，著作権法に基づき，どのような請求をすることができるか。

２．Ｈは，αで使用されるパラメータがデータとして収められているメモリーカードβを販売し

ている。βのデータを使用すると，入学直後の時点でパラメータのほとんどが極めて高い数値

となり，これが憧れの生徒に合った達成度でプレイすることができるような数値である結果，

入学当初から本来は登場し得ない生徒が登場する。また，ゲームスタート時点が卒業間近の時

点に飛び，その時点でパラメータの数値が本来ならばあり得ない高数値に置き換えられ，必ず

憧れの生徒から愛の告白を受けることもできるようになっている。Ｆ及びＧは，Ｈの販売する

βを購入し，これを用いて自宅においてαをプレイしている。

この場合，Ａは，Ｆ，Ｇ及びＨに対して，どのような請求をすることができるか。
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論文式試験問題集［労 働 法］
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［労 働 法］

〔第１問〕（配点：５０）

次の事例を読んで，後記の設問に答えなさい。

【事 例】

Ｙ社は，トラック運送業を営む会社であり，期間の定めなく雇用されたトラック運転手１５

名，総務担当２名，経理担当２名及び配車担当２名の社員計２１名のほか，期間１年の労働契約

を締結して雇用されたトラック運転手５名及び事務職を補助するパートタイマー６名を擁する会

社である。Ｙ社の就業規則には，別紙のとおり規定されている。

Ｘは，平成２１年４月１日にＹ社にトラック運転手として雇用された者であり，これまで１５

年のトラック運転歴を有していた。Ｘの賃金は，基本給１５万円，乗務手当１０万円，無事故手

当３万円，家族手当１万円及び通勤手当１万円の合計３０万円であった。

Ｘは，給料が入ると暴飲暴食をするなどの不摂生な生活を送っていたことから，Ｙ社に入社す

る前から内臓疾患及び糖尿病を患い，投薬治療を受けていた。Ｘは，Ｙ社に入社後も同様の生活

状態が続き，乗車前の飲酒検査で乗車不適とされたことが数度あり，同年１０月３０日に厳重注

意を受け，反省文を提出した。Ｘは，それからしばらくは問題なく就労していたが，平成２２年

６月１８日に無断欠勤をした上，その翌日の乗車前の飲酒検査で乗車不適とされたことについ

て，懲戒処分としてけん責処分を受けた。

Ｘは，同年１０月２０日，トラックを運転し，高速道路を走行中に軽い意識もうろう状態に陥

り，中央分離帯のガードレールに自車を接触させ，自車右前部を破損させ，その場で立ち往生す

るという事故を起こしたことがあった。上記意識もうろう状態は，その前日に暴飲暴食をした

上，十分な睡眠を取らなかったことによるものであった。Ｙ社は，Ｘに対し，生活習慣を改め，

安全運転に支障を生じさせるような暴飲暴食をやめるように注意し，Ｘは，Ｙ社に対し，二度と

暴飲暴食をしない旨の誓約書を提出した。

Ｘは，その後約１か月の間，誓約を守り，支障なく運転業務を行っていたが，再び暴飲暴食を

繰り返す生活に陥った。その結果，Ｘは，疲れると運転中に意識もうろう状態になることがあ

り，平成２３年１月１５日には，乗務開始直前に意識を消失して病院に運ばれ，１週間入院し

た。Ｘは，退院後，７日分の有給休暇を取得したところ，Ｙ社は，Ｘが出社してきた同月３１

日，Ｘを同日限りで解雇し，Ｘに対して基本給３０日分相当額の解雇予告手当を支払った。その

後，Ｘに交付された解雇理由証明書には，解雇事由として，「Ｘは，糖尿病や内臓疾患を患ってい

て，疲労等を引き金に意識障害に陥ることがあり，その結果，重大な交通事故を発生させる危険

性を常に有しているため」と記載されていた。

なお，内臓疾患と糖尿病を併発している場合，アンモニア高値になると，多幸感，記銘力低下

が生じ，更に悪化すると意識の混濁が生じる可能性があり，血糖値が高くなると，糖尿病性昏睡

に至ることがあるとされている一方，これらの疾病は，適正な食生活と投薬治療により，通常の

運転業務に支障は生じない程度のコントロールができるとされている。

［設 問］

⑴ Ｘが期間の定めなく雇用された者である場合，Ｘに対する解雇の効力について，あなたの見

解を述べなさい。

⑵ Ｘが平成２１年４月１日に期間１年の労働契約を締結して雇用され，平成２２年４月１日に

同じ期間で労働契約を更新された者である場合，Ｘに対する解雇の効力について，あなたの見

解を述べなさい。
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別 紙

【就業規則（抜粋）】

（賃金の構成）

第２７条 社員の賃金は，別に定める賃金規程により支給する。

（普通解雇）

第３７条 社員が次のいずれかに該当するときは，解雇することができる。

① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で，向上の見込みがなく，他の職務にも転換できない

など，就業に適さないと認められたとき。

② 勤務状況が著しく不良で，改善の見込みがなく，社員としての職責を果たし得ないと認め

られたとき。

③ 精神若しくは身体の障害により，又は適性を欠くため，業務に堪えられないと認められた

とき。

④～⑧ 省略

⑨ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。

２ 前項の規定により社員を解雇する場合は，少なくとも３０日前に予告をするか，予告に代え

て平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払う。

３ 第１項の規定による社員の解雇に際し，当該社員から請求のあった場合は，解雇の理由を記

載した証明書を交付する。

（懲戒の種類等）

第５８条 懲戒の種類は次の各号に定めるものとし，処分書を交付して原則として公示する。

① けん責 始末書を提出させ，将来を戒める。

② 減給 減額は，１回の額が平均賃金の１日分の半額を超えず，その総額が賃金支払期

間における賃金総額の１０分の１を超えない範囲で行う。

③ 出勤停止 ７日以内の期間を定めて出勤停止を命ずる。出勤停止期間中の賃金・賞与は支

給しない。

④ 降格 従事する職種の階級を引き下げる。

⑤ 懲戒解雇 予告期間を置かないで即日解雇し，退職金を支給しない。この場合，行政官庁

の認定を受けたときは，解雇予告手当を支給しない。
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〔第２問〕（配点：５０）

次の事例を読んで，後記の設問に答えなさい。

【事 例】

１ Ｙ社は，Ａ県に本店を置く信用金庫であり，店舗数は４４店，従業員数は９２０名である。

Ｘ１は昭和４５年に，Ｘ２は昭和４６年に，それぞれＹ社に入社した者である。

Ｙ社には，従業員で組織するＭ労働組合（以下「Ｍ組合」という。）とＮ労働組合（以下「Ｎ

組合」という。）が併存しており，Ｍ組合は，本店及び全ての支店において，従業員の８０パー

セント以上を組織している。Ｘ１は，Ｙ社の従業員の９パーセント弱を組織する少数組合である

Ｎ組合の組合員であり，顧客開拓と営業活動に従事している。Ｘ２は，Ｙ社Ｂ支店に勤務する営

業担当調査役である。営業担当調査役は，Ｙ社，Ｍ組合間及びＹ社，Ｎ組合間の各労働協約で

非組合員とされている地位であるが，通常の管理職のような人事権や責任は有しておらず，

Ｘ２は，一般の組合員と同様に，上司であるＢ支店長の業務命令に従って通常の営業活動に従事

している。

２ Ｙ社は，就業規則において，定年制及び定年後の嘱託社員制度について次のとおり規定して

いた。

第７４条 従業員の定年は満６０歳とし，定年に達した日が属する年度末をもって退職する。

第７５条 満６０歳で定年に達した従業員が希望し，会社が必要と認めた者については，１

年ごとの契約によって再雇用し，満６３歳に達した日が属する年度末まで嘱託社員として

勤務させる。

２ 嘱託社員の月額給は，定年に達した年度の月額給から５パーセントを減じて支給する。

定期昇給は実施しない。

３ 嘱託社員の勤続年数は，退職金の算定期間に算入しない。

嘱託社員制度の運用実績としては，平成１０年から平成１５年までの定年退職者６８名のう

ち，病弱者５名を除く６３名が嘱託社員として再雇用されており，従業員間では，本人が希望

すれば再雇用されるとの認識が定着していた。嘱託社員の所定労働時間は，定年到達直前と同

一（１日８時間）であり，職務内容もほぼ同一であった。

３ Ｙ社は，平成１４年ころから，Ｍ組合及びＮ組合から６５歳定年制の導入に関する要求を受

け，これら労働組合との間で団体交渉を開始した。当時，Ｙ社は，多額の不良債権を抱え，預

金金利及び経費が貸出金利を上回る「逆ざや現象」が生ずるなど，資産内容が悪化し，Ａ県を

管轄する財務局から経営内容の改善指導を受けていた。そこで，Ｙ社は，Ｍ組合及びＮ組合に

対し，定年年齢を６５歳としつつ，定年延長後の賃金水準を満６０歳到達年度より大幅に引き

下げることを内容とする定年延長制度の提案を行った。これに対して，Ｍ組合は，同制度によ

って雇用の安定が図られることを積極的に評価し，Ｙ社の提案に基本的に賛成した。そして，

Ｙ社とＭ組合は，５回の交渉を経て合意に達し，平成１５年６月，後記４記載の就業規則第７

４条ないし第７７条と同一内容の定年延長制度を定める労働協約（定年延長協定）を締結し

た。

一方，Ｎ組合は，Ｙ社の提案に対して，定年延長には賛成したものの，賃金水準の引下げに

ついては，現行嘱託社員制度上の賃金水準の維持を強く主張して反対した。そこで，Ｙ社は，

平成１４年から平成１６年にわたって合計１８回，Ｎ組合との間で団体交渉を行ったものの，

合意に至らなかった。この間，Ｙ社は，賃金水準引下げの必要性を示す 近５か年分の貸借対

照表，損益計算書，営業報告書等の資料を開示するなど，Ｎ組合との間で誠実に交渉を行っ

た。
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４ 同年３月２０日，Ｙ社は，以下のとおり就業規則を改訂して定年延長制度を導入し，労働基

準法第１０６条第１項の手続に従って従業員に周知させた。また，労働基準監督署への届出に

際しては，同法第９０条に従い，事業所ごとにＭ組合から意見を聴取し，賛成する旨の意見書

を得て添付した。

第７４条 従業員の定年は満６５歳とし，定年に達した日が属する年度末をもって退職する。

第７５条 従業員が満６０歳に達した日が属する年度の翌年度初日をもって嘱託社員とする。

第７６条 嘱託社員の月額給は，次のとおりとする。

⑴ 基本給 従業員が満６０歳に達した日が属する年度の月額給の５４パーセントを支

給する。

⑵ 勤務手当 １万円から３万円の範囲内で，各社員の勤務内容に応じて支給する。

第７７条 退職金は，嘱託社員としての勤務を終了した年度末に支給する。ただし，本人の

申出により，退職金の５０パーセントを限度として，満６０歳から６５歳の期間中に分割

支給することができる。なお，嘱託社員の勤続年数は，退職金の算定期間に算入しない。

５ 上記定年延長制度及び賃金体系の導入に伴い，Ｙ社従業員は，満６０歳到達後は，嘱託社員

となり，所定労働時間は，１日８時間から７時間と短縮されるものの，職務内容は，満６０歳

到達以前と比較して，ほぼ同じ内容で就業することになる。改訂後の就業規則第７６条第２号

所定の勤務手当及び第７７条所定の退職金の分割支給規定は，Ｙ社の当初提案にはなかった

が，このような労働条件変更及び職務内容に不満を抱いたＭ組合が団体交渉において要求し，

これに応じて追加されたものである。

上記定年延長制度及び賃金体系の導入後の給与水準は，同様の制度導入を行った他の信用金

庫と比較すると，下位の部類に属するが，極端に低いわけではない。

６ Ｘ１は平成１９年に，Ｘ２は平成２０年に，それぞれ満６０歳に達し，それぞれの翌年度の初

日から嘱託社員となった。その結果，Ｘ１の基本給は，満６０歳到達直前の月額給と比較して４

６パーセント減額となり（月額３０万円から１６万２０００円に減額），Ｘ１が改訂前の就業規

則に基づいて満６０歳から６３歳までの間に得ることを期待できた給与額が１０２６万円であ

ったのに対し，満６０歳から６５歳までの間に得る給与額は，勤務手当（Ｘ１の場合は月額１万

円）を合わせて１０３２万円となる。また，Ｘ２の基本給も，満６０歳到達直前の月額給と比較

して４６パーセント減額となり（月額３５万円から１８万９０００円に減額），Ｘ２が改訂前の

就業規則に基づいて満６０歳から６３歳までの間に得ることを期待できた給与額が１１９７万

円であったのに対し，満６０歳から６５歳までの間に得る給与額は，勤務手当（Ｘ２の場合も月

額１万円）を合わせて１１９４万円となる。

なお，Ｘ１及びＸ２がＹ社から受給する退職金の額は，本件勤務延長制度及び賃金体系の導入

前後で変化はない。また，Ｘ１及びＸ２は，一定の資産を保有していたため，退職金の分割支給

（改訂後の就業規則第７７条）を申請していない。

［設 問］

⑴ 改訂後の就業規則がＸ１及びＸ２をそれぞれ拘束するか否かについて，法的な論点を指摘しつ

つ論じなさい。

⑵ Ｙ社とＭ組合が締結した定年延長協定がＸ１及びＸ２をそれぞれ拘束するか否かについて，法

的な論点を指摘しつつ論じなさい。

なお，⑴，⑵を通して，高齢者等の雇用の安定等に関する法律及び同法上の論点に触れる必要は

ない。
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論文式試験問題集［環 境 法］
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[環 境 法]

〔第１問〕（配点：５０）

以下の文章を読んで，各設問に答えよ。

Ａ県は，平成１０年に，「産業廃棄物処理施設の設置に係る手続に関する条例」を制定し，これを

施行した。その中では，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）の下

で許可対象になる産業廃棄物 終処分場に関し，これを計画する事業者に対して，同法に基づく申

請の前に，次の諸事項が義務付けられていた。

① 事業計画書の地元市町村への送付

② 地元住民を対象とする説明会の開催

③ 地元市町村及び地元住民から提出される意見書の受領

④ 意見書に対する見解書の公表

⑤ 見解書に対する再意見書の受領と再見解書の公表

⑥ これらを踏まえた事業者主催の討論会の開催

⑦ 以上の手続の状況の知事への報告

Ａ県Ｂ町において産業廃棄物 終処分場（安定型）を計画しているＣ社（Ａ県知事から産業廃棄

物処理業の許可を得ている。）は，廃棄物処理法に基づく許可申請を目指し，前記Ａ県条例に基づい

て，Ｂ町や地元住民に対して真摯に対応した。その結果，地下水汚染を懸念する一部の地元住民か

らは，合意を得られなかったものの，やり取りを通じて，Ｂ町及び大多数の地元住民の了解を取り

付けることができた。そこで，廃棄物処理法に基づいて許可申請をしたところ，平成１１年にＡ県

知事から産業廃棄物 終処分場の設置許可を取得できた。

〔設問１〕

廃棄物処理法の平成９年改正においては，「住民参加を取り入れた」と評される規定が導入さ

れている。その背景事情と必要性については，改正法案の前提となった審議会の報告書におい

て，【資料】のように説明されていた。それにもかかわらず，改正法制定後の平成１０年にＡ県が

上記条例を制定したことには，どのような事情があると考えられるか。Ａ県の立場に立って，複

数の視点から，①改正法の限界，②条例手続の必要性について論ぜよ。なお，いわゆる地方分権

改革及び条例の適法性については，考慮しないこととする。

【資 料】厚生省生活環境審議会廃棄物処理部会産業廃棄物専門委員会『今後の産業廃棄物対策の基

本的方向について』（平成８年９月）

「 終処分場等産業廃棄物処理施設の設置に当たっては都道府県知事の許可を受けることとなっ

ているが，現行の廃棄物処理法上，技術上の基準に適合していることと 終処分場について災害防

止のための計画が定められていることが要件となっているものの，直接，住民等とのかかわり合い

に係る規定は設けられていないことから，要綱等においてこれを補完する対応がなされているとこ

ろである。施設の円滑な設置を進めていくためには，施設の設置に伴う地域の生活環境への影響に

十分に配慮し，悪影響を及ぼさないものであることについて住民の十分な理解を得ていくことは重

要であり，法律上，施設の設置の許可に至る手続の中に，住民等の理解を得ていくための仕組みを

設けることが必要である。このため，施設を設置しようとする者は施設の立地に伴う生活環境への

影響を調査し，その結果を都道府県が事業計画と併せて公告・縦覧に付すとともに，関係住民や市

町村の意見を聴取する等の手続を法令で明確に定めるべきである。
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その際，専門家により審査する機関を設けるなどにより，事業の内容や生活環境への影響を客観

的に審査できる仕組みを導入すべきである。」

〔設問２〕

Ｃ社が建設に取り掛かろうとしたところ， 後まで反対をした一部住民から，処分場の操業に

より有害物質を含む汚水が漏出し，それによって日常的に飲用している井戸水が汚染される可能

性が高いことを理由に，Ｃ社に対して，建設の差止めを求める訴訟が提起された。Ｃ社は，「Ａ

県知事の許可を得ているし，廃棄物処理法の諸基準を遵守して操業するから問題はない。」，「有

害物質を含む汚水漏出，被害発生，因果関係の存在は，住民側で立証すべきだ。」と主張してい

る。この主張に対して，住民の代理人として，どのような主張を展開することができるか。
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〔第２問〕（配点：５０）

Ａは，Ｂ県内にある自ら所有する土地（以下「本件土地」という。）で工場（以下「本件工場」と

いう。）を操業し，トリクロロエチレンを用いてきたが，平成１１年１２月に本件工場の使用を廃止

し，遊休地とした。平成１３年１２月，Ａは，本件土地をＣに売却した。平成２２年６月，Ｃは，

本件土地にマンションを建設するために大規模な土地開発工事をする際，Ｂ県知事の処分に基づく

義務により，指定調査機関Ｄに委託して調査をしたところ，トリクロロエチレンに関して，汚染状

態についての環境省令で定める基準値を超過していた。そして，その汚染土壌を掘削し除去するに

は４０億円，封じ込めるには５億円の費用が掛かることが見積もられた。

その後，同年８月，Ｂ県知事は，本件土地を要措置区域に指定し，Ｃに対して封じ込め措置を採

るよう指示したところ，Ｃはマンションの分譲を円滑に行うために，４０億円掛けて掘削除去をし，

平成２３年１月に除去工事を完了した。

なお，平成３年には土壌汚染の環境基準が策定され，平成６年に告示改正によって環境基準項目

にトリクロロエチレンが追加されていた。

現在は平成２３年５月であることを前提とし，以下の各設問に答えよ。なお，水質汚濁防止法及

び商法上の問題については考慮しないこととする。

〔設問１〕

⑴ Ｃが本件土地の開発工事の際，調査をしなければならなかった理由を説明せよ。

⑵ 大規模な開発工事の場合を土壌汚染の調査の契機とする制度は， 近になって導入されたも

のである。その必要性について説明せよ。

〔設問２〕

Ｃは，Ａに対して，どのような根拠に基づいて，どのような請求ができるか。
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論文式試験問題集［国際関係法（公法系）］
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［国際関係法（公法系）］

〔第１問〕（配点：５０）

１９８０年に入国が認められて以来，Ｘ国人甲は，Ｙ国内で乙社（有限責任法人）の名義で適法

に貿易業を営んでいた。ところが，２０００年５月２０日夜にＹ国官憲が甲の自宅を訪れ，突如理

由も示さず甲を逮捕し連行した。その後，現在まで甲について裁判も開かれないままＹ国政府によ

る拘禁が続いている。乙社は，甲が一人で切り回していたために，甲の長期間にわたる拘禁によっ

て立ち行かなくなり，２００１年６月に倒産し，その後の破産手続を経て，２００４年末までに乙

社の資産は，全て債権者に分配された。

Ｘ国，Ｙ国は，共に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（以下「自由権規約」という。）

及び自由権規約第１選択議定書の当事国であるが，いずれも欧州人権条約などの地域的人権条約に

は加入していない。また２０００年１月１日以降，Ｙ国内で緊急事態が宣言されたことはない。

以上の事実関係を前提に，以下の設問に答えなさい。

〔設 問〕

１．甲の代理人は，Ｙ国の裁判所に甲の釈放を求めることを考えた。そこで，国際法上の主張を

するためにはどのような議論をする必要があるかについて説明しなさい。なお，従来Ｙ国国内

裁判所において自由権規約が援用されたことはない。

２．Ｘ国は，甲の家族からの訴えを受けて，Ｙ国に甲の救済を求めようとした。Ｘ国は，Ｙ国に

対して国際法上どのような請求をすることが可能か。Ｙ国に要求できる全ての請求をその根拠

を示して論じなさい。

３．甲の家族は，個人として利用できる国際法上の手続によって甲の救済を求めようと考えた。

甲の家族が，甲を救済するために個人として利用可能な国際法上の手続は何か。当該手続によ

ってどのようなことが可能になるか，またどのような限界があるかを含めて説明しなさい。
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〔第２問〕（配点：５０）

Ａ国は，海洋法に関する国際連合条約第７６条第１項に従って，基線から２００海里までの海底

の区域を自国の大陸棚として設定する大陸棚宣言を，国際社会に向けて公式に行った。以下のよう

にＢ国との間で紛争がある海底の区域を除いて，それ以外の海底の区域については，Ａ国の大陸棚

宣言は，他国から抗議を受けてはいない。

Ａ国とＢ国とは向かい合う位置関係にあるが，両国の沿岸間の距離が４００海里に満たないため

に，両国のそれぞれの大陸棚に対する権利の主張が，重複する海底の区域がある。それゆえに，両

国の間には，大陸棚の境界画定に関する紛争がある。

海洋法に関する国際連合条約第８３条は，大陸棚の境界画定について規定する。Ａ国は同条約の

当事国であるが，Ｂ国は当事国ではない。海洋法に関する国際連合条約第８３条第１項の採択に際

しては，複数の見解が対立したため，その妥協として同条項が採択された。１９９４年に同条約が

発効して以来，大陸棚の境界画定について，交渉による実践や裁判実践が集積してきている。同条

約第８３条第１項の解釈はほぼ定着しており，衡平な解決を達成するためには，まず中間線を引い

て，関連ある事情を考慮して必要な修正を加えるべきと解されている。

ところで，Ａ国とＢ国の大陸棚に対する権利主張が重複している海底の区域には，一体をなす海

底油田が広がっていて，資源が豊かに存在している。現在，両国の間で大陸棚境界画定交渉は断絶

している。 近になってＢ国は，一方的にこの海底油田の資源開発に着手した。Ａ国は，Ｂ国の開

発行為に対して，強く抗議している。というのも，Ｂ国が開発を行っている海底の区域は，将来，

境界画定が行われればＡ国の大陸棚となる可能性があり資源開発を見込めるが，Ｂ国が資源開発行

為を即時に中止しないと，この海底の区域からの資源がＢ国の資源開発行為により奪われてしま

い，資源回復は不可能であり，Ａ国による資源開発の見込みがなくなるおそれがあるからである。

両国間では対立が深まり，著しく緊張が高まっている。

Ａ国もＢ国も，国際司法裁判所規程第３６条第２項に基づき選択条項受諾宣言を行っている。そ

こでＡ国は，国際司法裁判所にこの大陸棚境界画定紛争を付託してこの紛争に適用のある国際法の

宣言を求めるとともに，Ｂ国の資源開発行為を中止させるために暫定措置請求を行った。

以上の事実関係を前提に，以下の設問に答えなさい。

〔設 問〕

１．Ｂ国との紛争がある海底の区域に関する部分を除いて，Ａ国の大陸棚宣言が国際法上の効力

を持ち得るかについて論じなさい。

２．国際司法裁判所が暫定措置を指示するための要件について論じなさい。

３．国際司法裁判所が，Ａ国とＢ国間の紛争に適用のある国際法として，海洋法に関する国際連

合条約第８３条第１項の規定を宣言するとすれば，その理由について論じなさい。
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論文式試験問題集［国際関係法（私法系）］
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［国際関係法（私法系）］

〔第１問〕（配点：６０）

共に甲国人である夫Ａと妻Ｂは，出生以来甲国のＰ地域に居住していたが，観光のために来日し

た。来日した翌日，滞在しているホテルの前の横断歩道を横断中，日本に居住する日本人Ｙの運

転する自動車が，信号が赤であるにもかかわらず交差点に進入し，ＡとＢはＹの車にはねら

れて死亡した。両者の死亡の先後は明らかでない。後日，事故当時甲国のＰ地域に居住してい

たＡの父Ｘが来日し，Ｙに対して損害賠償を求める訴えを日本の裁判所に提起した。

ＡとＢの婚姻及びＸとＡの父子関係は有効に成立しているものとし，かつ，甲国は法を異にする

Ｐ地域，Ｑ地域及びＲ地域から成る国であるが，これらの地域の間で生ずる法の抵触を解決するた

めの規則は同国にはないものとして，以下の設問に答えなさい。

なお，Ｐ地域の法（以下「Ｐ法」という。）は次の趣旨の規定を有している。

① 債権の法定相続については，死亡当時における被相続人の常居所地法による。

② 夫婦のうちの一人がその配偶者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは，夫

婦は双方とも同時に死亡したものと推定する。

③ 他人の生命を侵害した者は，被害者の近親者に対しては，その財産権が侵害されなかった場

合においても，その損害の賠償をしなければならない。

④ 慰謝料請求権を譲渡又は相続することはできない。

⑤ 配偶者，子及び直系尊属が第１順位の相続人になる。

〔設 問〕

１．Ｘは，ＡがＹに対して有する損害賠償請求権を相続により取得したとして，Ｙに対して損害

賠償を求めている。

⑴ Ｘの相続権の有無を判断するための準拠法を裁判所はＰ法とした。裁判所がＰ法を準拠法

とするに至った推論の過程を示しなさい。

⑵ Ｘは，「逸失利益の算定方法には，日本法が適用されるので，Ａの逸失利益は，甲国におけ

るＡの現実の収入の多寡に関わりなく，日本の賃金センサス（賃金構造基本統計調査）に基

づいて算定されるべきである。」と主張している。この主張の当否を論じなさい。

⑶ Ｘは，「ＡがＹに対して有する慰謝料請求権を相続により取得した。」と主張している。Ｘ

は，当該慰謝料請求権を相続できるか。

２．Ｘは，Ａの死亡により自ら精神的苦痛を負ったことを理由に，Ａの近親者としてＹに対して

慰謝料を請求することができるか。

３．Ｘは，「ＢがＹに対して有する損害賠償請求権を，Ａは，Ｂの配偶者として相続により取得

し，かくしてＡに帰属した当該請求権を自分はＡの直系尊属として相続により取得した。」と主

張している。この主張に理由はあるか。Ｂの本国法は，Ｐ法であるとして答えなさい。
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〔第２問〕（配点：４０）

ＸとＹは，共に日本法に基づいて設立され，日本に主たる営業所を有する会社であり，Ｘは銀行

業を，Ｙはリース業を営んでいる。Ａは，甲国法に基づいて設立され，甲国に主たる営業所を有

し，その地で代表者を定めて登録されたパートナーシップである。Ａは，甲国においてマンション

の建築・分譲事業をするための資金を得るために，Ｘとの間で，日本の裁判所を管轄裁判所とし，

乙国法を準拠法とする消費貸借契約（以下「本件ローン契約」という。）を締結した。ＸとＹは，Ｘ

がＡに貸し付けた金額の返済につき債務不履行があった場合に備えて，Ｙを保証人とする保証契約

（以下「本件保証契約」という。）を締結した。マンションは完成したものの，その後甲国の不動産

市場が不況となったために分譲は進まず，Ａは，Ｘに対する利息の支払を怠り，本件ローン契約に

従い期限の利益を失うこととなった。

〔設 問〕

１．Ｘは，管轄合意に基づき，Ａに対して，本件ローン契約に基づく残債務の支払を求めて日本

の裁判所に訴えを提起した。Ａは，日本の裁判所で訴訟当事者になることはできるか。甲国法

上，パートナーシップには法人格はないが，当事者能力は認められているものとして答えなさ

い。

２．Ｘは，Ｙに対して，本件保証契約に基づき，ＡがＸに支払うべき残債務の支払を求めて日本

の裁判所に訴えを提起した。ＸとＹは，本件保証契約を締結した当時には，明示的にも黙示的

にも準拠法を選択していなかった。訴え提起の当時において日本法が準拠法となる可能性及び

乙国法が準拠法となる可能性について論じなさい。

３．Ｙが本件保証契約に基づく保証債務を履行したとする。Ｘが本件ローン契約の準拠法上Ａに

対して有する権利をＹが法定代位により行使しようとした場合，代位行使の可否を決定するの

はいずれの国の法か。本件保証契約を締結した当時，ＸとＹは日本法を準拠法として選択して

いたと仮定して，法の適用に関する通則法（平成１８年法律第７８号）第２３条に言及しなが

ら論じなさい。


