
（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 1 － 

第１問 １－１ （３点） 

製造物責任法に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わ

せを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．消費者Ｘは、Ｙ社が経営する時計店で、時計メーカーＺ社が製造した目覚まし時

計を購入した。当該目覚まし時計は、配線の一部に不備があったため、Ｘが電池を

入れてもまったく作動しなかった。この場合、Ｘは、Ｚ社に対し、製造物責任法に

基づき損害賠償を請求することができる。 

 

イ．消費者Ｘは、ハウスメーカーＹ社に自宅の新築を依頼し、完成した住宅の引渡し

を受け、入居した。当該住宅は、Ｙ社の施工の不備が原因で床板が抜け、そのため

Ｘが負傷した。この場合、Ｘは、Ｙ社に対し、製造物責任法に基づき損害賠償を請

求することができる。 

 

ウ．消費者Ｘは、Ｙ社が経営する鮮魚店で、Ｙ社の提携する漁業従事者Ｚが漁獲した、

未加工の鮮魚を購入した。Ｘは、当該鮮魚を購入当日に自ら調理して食したところ、

当該鮮魚に付着していた細菌が原因で食中毒を起こした。この場合、Ｘは、Ｚに対

し、製造物責任法に基づき損害賠償を請求することができる。 

 

エ．消費者Ｘは、Ｙ社が経営する家具店で、家具メーカーＺ社が設計および製造を行

った椅子を購入した。当該椅子は、Ｙ社の商標を付され、Ｙ社ブランドの商品とし

て販売されていた。Ｘは、通常の用法に従って当該椅子を使用していたが、脚の材

質が不適当であったことが原因で脚が折れたため、椅子から落ちて負傷した。この

場合、Ｘは、Ｙ社に対し、製造物責任法に基づき損害賠償を請求することができる。 

 

オ．消費者Ｘは、Ｙ社の経営する自転車店で、自転車メーカーＺ社が製造した自転車

を購入した。当該自転車は、Ｙ社の従業員によって、Ｚ社作成の取扱説明書に従っ

て組み立てられたが、当該取扱説明書の記載に誤りがあったことが原因でハンドル

が適切に装着されていなかった。そのため、Ｘが当該自転車で走行中にハンドルが

外れ、Ｘは転倒し負傷した。この場合、Ｘは、Ｚ社に対し、製造物責任法に基づき

損害賠償を請求することができる。 

 

① アイ  ② アオ  ③ イウ  ④ ウエ  ⑤ エオ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 2 － 

第１問 １－２ （３点） 

寄託契約に関する次の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 倉庫寄託契約において、保管料の支払時期が入庫時と定められていたとしても、

商法上、倉庫営業者は、返還のため受寄物を出庫する時まで、寄託者に保管料を請

求することができない。 

 

② 受寄者は、寄託者から預かった受寄物を第三者に保管させる場合、民法上、寄託

者の承諾を得なければならない。 

 

③ 倉庫営業者は、倉庫寄託契約で約定した保管期間の満了後も寄託者が受寄物を引

き取らない場合、商法上、当該受寄物について、供託をすることは認められるが、

競売をすることは認められない。 

 

④ 受寄者は、寄託者との間で、受寄物を６ヶ月間預かる旨の寄託契約を締結したが、

契約締結の１ヶ月後に、寄託者から受寄物の返還を求められた。この場合、受寄者

は、民法上、契約期間満了まで寄託者の返還請求を拒むことができる。 

 

⑤ 倉庫寄託契約において、受寄物の保管に関し、倉庫営業者またはその使用人の故

意または重過失により損害が生じたことを寄託者が証明しない限り、倉庫営業者は

賠償責任を負わない旨の特約を設けた。この場合、商法上、当該特約は無効である。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 3 － 

第１問 １－３ （３点） 

Ｘ社は、Ｙ社に対して有する貸金債権を保全するため、Ｙ社の財産に対する仮差押

えを行うことを検討している。この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、その内

容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。 

 

① 民事保全法上、仮差押えの対象となるのは不動産および債権に限られているため、

Ｘ社は、Ｙ社の所有する機械等の動産を対象として仮差押えの申立てをすることは

できない。 

 

② Ｘ社は、当該貸金債権の弁済期が到来していない場合であっても、Ｙ社の所有す

る土地を対象として仮差押えを申し立てることができる。 

 

③ Ｘ社は、Ｙ社が取引先Ｚ社に対して有する売掛金債権を対象として仮差押えを申

し立てるには、強制執行の申立てと同様に、当該貸金債権につき確定判決等の債務

名義を有していなければならない。 

 

④ Ｘ社は、仮差押命令を得るためには、裁判所における審理において、Ｙ社に対し

て有する貸金債権の存在および仮差押えの必要性について、疎明をするだけでは足

りず、証明をしなければならない。 

 

⑤ Ｘ社は、他の債権者に先んじてＹ社の所有する建物を対象として仮差押えを申し

立てた場合、他の債権者に優先して当該建物から債務の弁済を受けることができる。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 4 － 

第１問 １－４ （３点） 

独占禁止法に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを１つだ

け選びなさい。 

 

① 同一の市内において同一の製品を販売する全事業者が、当該製品の市場への供給

が過剰になることを回避するため、協議の上、各事業者の月別販売数量を前年同月

の販売数量に一定率を乗じた数量に制限することを決定した。この協議において、

販売数量の制限については決定されたが、価格の制限については何らの決定もされ

ていない場合、当該数量を決定する行為は、不当な取引制限に該当することはない。 

 

② 事業者の行為が不当な取引制限に該当するための要件の１つとされている相互拘

束とは、罰金や取引停止などの手段を用いて協定事項を強制的に遵守させることを

いう。したがって、いわゆる紳士協定のように協定事項を遵守しなくても罰則など

が科されないものは、相互拘束には当たらず、不当な取引制限に該当することはな

い。 

 

③ 地方公共団体の行う入札において、複数の事業者が、当該入札についてあらかじ

め協議を行うことにより、当該入札における入札価格を決定した。この場合におい

て、当該入札価格を決定したことにより、公共の利益に反して、当該入札における

競争が実質的に制限されたときは、当該入札価格を決定した行為は、不当な取引制

限に該当する。 

 

④ 卸売業者と小売業者は、卸売業者が小売業者に化粧品を継続的に販売する契約に

おいて、化粧品を100個単位での納入とし、100個未満の端数では納入しない旨、お

よび卸売業者は売れ残った化粧品を小売業者から引き取らない旨を定めた。この場

合、当該契約に基づき取引を行う行為は、不公正な取引方法に該当する。 

 

⑤ 食品メーカーが、自社製品の製造に必要な原材料を調達するにあたり、原材料の

供給事業者に対し、原材料の産地を指定し、当該産地で収穫された原材料のみを納

入することを条件とする行為は、不公正な取引方法に該当する。 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 5 － 

第２問 ２－１ （３点） 

Ａ社は、雑誌の編集および発行を行っている。この場合に関する次のア～オの記述

のうち、著作権法の規定に照らし、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、小説家のＢに、雑誌に掲載する新作の小説の執筆を依頼した。この場合、

Ａ社は、当該小説について、著作権をＢから譲り受けることはできるが、著作者人

格権をＢから譲り受けることはできない。 

 

イ．ジャーナリストのＣは、公正な慣行に合致し、批評を目的として正当な範囲で行

う場合には、その出所を利用の態様に応じ合理的と認められる方法および程度で明

示して、Ａ社の雑誌に掲載された記事を引用して利用することができる。 

 

ウ．Ａ社の雑誌を購読しているＤは、個人的にまたは家庭内等の限られた範囲内にお

いて使用することを目的とするときであっても、Ａ社の雑誌の紙面をコピーにより

複製することはできない。 

 

エ．翻訳家のＥは、Ａ社が著作権を有する雑誌の記事について、Ａ社の許諾を得るこ

となく、英語に翻訳して第三者に有償で提供した。この場合、Ｅの行為は、Ａ社の

著作権を侵害する。 

 

オ．エッセイストのＦは、Ａ社の雑誌に掲載された記事を盗用し、Ａ社の著作権を侵

害した。この場合、Ｆは、刑事罰を科されることはない。 

 

① アイウ  ② アイエ  ③ アエオ  ④ イウオ  ⑤ ウエオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 6 － 

第２問 ２－２ （３点） 

合弁事業に関する次のア～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．合弁事業を行うために、当事者間で民法上の組合契約を締結する場合、組合契約

は、民法上、要物契約とされているため、その成立には、当事者が現実に出資を行

うことが必要である。 

 

イ．合弁事業を行うために、当事者間で民法上の組合契約を締結した場合において、

損益分配の割合について当該組合契約で定めなかったときは、民法上、損益は、出

資の価額の多寡にかかわらず、組合員の人数で均等に分配される。 

 

ウ．合弁事業を行うために、合弁会社として株式会社を設立した場合、当該合弁会社

は、当事者とは別個の法人格を有することとなる。 

 

エ．合弁事業を行うために、合弁会社として株式会社を設立した場合、当該合弁会社

の株主となった当事者は、間接有限責任を負うのみであり、合弁会社の債権者に対

して直接責任を負わない。 

 

オ．合弁事業を行うために、合弁会社として合同会社を設立した場合、当該合弁会社

の社員となった当事者は、間接有限責任を負うのみであり、合弁会社の債権者に対

して直接責任を負わない。 

 

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） 

－ 7 － 

第２問 ２－３ （３点） 

連帯保証および連帯保証ではない保証（通常の保証）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．民法上、連帯保証契約は書面によってなされることを要するが、通常の保証契約

は書面によってなされる必要はない。 

 

イ．民法上、通常の保証人も連帯保証人も、主たる債務者に代わって、債権者に対し、

民法の規定に従って債務を弁済したときは、主たる債務者に求償することができる。 

 

ウ．民法上、通常の保証人は催告の抗弁権を有するが、連帯保証人は催告の抗弁権を

有しない。 

 

エ．通常の保証人が複数いる場合において、そのうちの１人が主たる債務の全額につ

き弁済をしたときは、民法上、他の保証人に対して求償することができる。他方、

連帯保証人が複数いる場合において、そのうちの１人が主たる債務の全額につき弁

済したとしても、民法上、他の連帯保証人に対して求償することはできない。 

 

オ．通常の保証人が複数いる場合、特約がない限り、各保証人が負う保証債務の額は、

主たる債務の額を保証人の数に応じ等しい割合で分割した額となる。他方、連帯保

証人が複数いる場合、民法上、連帯保証人には分別の利益は認められていないため、

各保証人は、いずれも主たる債務の全額につき保証債務を負う。 

 

① アイウ  ② アイエ  ③ アエオ  ④ イウオ  ⑤ ウエオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 8 － 

第２問 ２－４ （３点） 

株式会社の役員等に関する次のア～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．取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、

またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって会社に著

しい損害を生じるおそれがあるときは、監査役は、原則として、当該取締役に対し、

当該行為をやめることを請求することができる。 

 

イ．取締役会設置会社の監査役は、原則として、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。 

 

ウ．会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社

に対して会計に関する報告を求め、または当該子会社の業務および財産の状況の調

査をすることができる。 

 

エ．会計参与は、会計参与設置会社の会計帳簿等の閲覧および謄写をすることはでき

ないが、執行役および取締役等に対して会計に関する報告を求めることができる。 

 

オ．会社法上、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社および大会社は会計監

査人の設置を義務付けられるが、その他の株式会社は会計監査人を設置することが

できない。 

 

① アイウ  ② アウエ  ③ アエオ  ④ イウオ  ⑤ イエオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 9 － 

第３問 ３－１ （３点） 

Ａ社は、玩具の製造および販売を行う日本の会社である。Ａ社は、一部の製品の生

産をＸ国で行うこととし、その生産をＸ国の法人であるＢ社に委託することとした。

この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つ

だけ選びなさい。 

 

① Ａ社とＢ社との間に生じた民事上の法的紛争について、日本の裁判所に民事訴訟

が提起され、当該日本の裁判所で当該紛争が審理される場合でも、当然に日本の法

律が当該紛争の準拠法となるとは限らない。 

 

② Ａ社とＢ社との間の取引に関し民事上の法的紛争が生じた場合に備え、Ａ社とＢ

社との間で国際裁判管轄の合意をする場合、日本の民事訴訟法上、当該合意は書面

または電磁的記録でしなければ効力を生じない。 

 

③ Ａ社とＢ社は、日本の民事訴訟法の規定に従って、両者の間で生じた民事上の法

的紛争については日本の裁判所に訴えを提起しなければならない旨の国際裁判管轄

の合意をした。この場合であっても、実際に日本以外の国の裁判所に民事訴訟が提

起されたときに、当該合意が必ずしも有効なものと扱われるとは限らない。 

 

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

おいて、Ａ社を相手方として損害賠償請求訴訟を提起した。この場合であっても、

日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるときには、Ａ社は、同一の法的紛争につ

いて、日本の裁判所において債務不存在の確認を求める訴訟を提起し得る。 

 

⑤ Ａ社とＢ社との間に生じた民事上の法的紛争について、Ｂ社は、Ｘ国の裁判所に

民事訴訟を提起し、Ｂ社の請求を認容する旨の判決が言い渡され確定した。この場

合、Ｂ社は、日本の裁判所において何らの手続を経ることなく、当該判決を債務名

義として、当該判決の内容を日本国内で執行することができる。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 10 － 

第３問 ３－２ （３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なものを１

つだけ選びなさい。 

 

① 技術上または営業上の情報について、営業秘密として不正競争防止法上の保護を

受けるためには、当該情報にアクセスできる者を制限するとともに、当該情報にア

クセスした者がそれを秘密であると認識できるようにするなど、当該情報が秘密と

して管理されていることが必要である。 

 

② 競合他社が、自社の使用する著名な商品名と同一の商品名を当該競合他社の製品

に表示して販売している。この場合において、当該競合他社の行為が不正競争に該

当するには、自社が当該商品名について商標登録を受けている必要がある。 

 

③ 市販のＤＶＤソフトウェアに施されている不正コピー防止技術を無効にして不正

コピーを可能とする機能を有する装置を販売する行為は、不正競争に該当しない。 

 

④ 不正競争によって営業上の利益を侵害されるおそれがある者は、その侵害行為を

予防するために差止請求権を行使することができるが、不正競争によって営業上の

利益の侵害状態が発生した後は、営業上の利益を侵害された者は、差止請求権を行

使することはできない。 

 

⑤ 不正競争によって営業上の利益を侵害された被害者が、故意または過失により被

害者の利益を侵害して自己の利益を得ている加害者に対し、不正競争防止法に基づ

き損害賠償請求訴訟を提起する場合、同法上、被害者の損害額を推定する規定はな

いため、被害者は、加害者の不正競争により自己が受けた損害の額を自ら証明する

必要がある。 
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－ 11 － 

第３問 ３－３ （３点） 

民事訴訟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．原告が訴状を提出し訴えを提起した場合において、その訴状に民事訴訟法所定の

記載事項につき不備があるときは、補正が命じられることなく、裁判長により直ち

に訴状が却下される。 

 

イ．当事者が証拠の申出をした場合であっても、裁判所は、その裁量により、当該証

拠の証拠調べを実施しないことができる。 

 

ウ．裁判所は、判決をするにあたり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果を斟酌

して、自由な心証により事実認定を行う。 

 

エ．裁判所は、口頭弁論が終結した後は、両当事者に対し、和解を試みることができ

ない。 

 

オ．原告および被告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。 

 

① アイ  ② アオ  ③ イウ  ④ ウエ  ⑤ エオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 12 － 

第３問 ３－４ （３点） 

Ａ社は、その業務に関し、Ｂ社との間で、Ａ社を委託者、Ｂ社を受託者として、業

務委託契約を締結した。この場合に関する次のア～オの記述のうち、民法の規定に

照らし、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。

なお、本件業務委託契約には、商法等の特別法の適用はないものとする。 

 

ア．本件業務委託契約が民法上の請負契約に該当し、委託業務の成果物の引渡しを契

約の目的とする場合において、本件業務委託契約で請負代金の支払時期が定められ

ておらず、かつ、Ｂ社に請負代金が支払われていないときは、Ａ社は、Ｂ社から当

該成果物の引渡しを受ける時に、Ｂ社に請負代金を支払わなければならない。 

 

イ．本件業務委託契約が民法上の請負契約に該当する場合、Ａ社は、委託業務の成果

物に瑕疵があったとしても、その瑕疵が生じたことにつきＢ社に帰責事由がないと

きは、Ｂ社に対してその瑕疵の修補を請求することができない。 

 

ウ．本件業務委託契約が民法上の請負契約に該当する場合、Ａ社は、Ｂ社が委託業務

を完了する前であれば、いつでも損害を賠償して本件業務委託契約を解除すること

ができる。 

 

エ．本件業務委託契約が民法上の委任契約または準委任契約に該当する場合、Ａ社は、

Ｂ社による委託業務の遂行が不完全であったため損害を被ったとしても、そのこと

につきＢ社に帰責事由がないときは、Ｂ社に対して債務不履行による損害賠償を請

求することができない。 

 

オ．本件業務委託契約が民法上の委任契約または準委任契約に該当する場合、Ａ社は、

Ｂ社が委託業務を完了する前に限り、本件業務委託契約を解除することができる。 

 

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） 

－ 13 － 

第４問 ４－１ （３点） 

特許法に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものを〇、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．特許法上、特許を受ける権利は譲渡することができないため、発明をしたＸは、

当該発明についての特許を受ける権利を第三者であるＹ社に移転することはできな

い。 

 

イ．Ｘ社は、自社の特許発明について、Ｙ社に専用実施権を設定することとした。こ

の場合、当該専用実施権は、特許法上、Ｘ社とＹ社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、その効力を生じない。 

 

ウ．Ｘ社の従業者Ｙが職務発明をし、Ｘ社の勤務規則の定めにより、Ｘ社が当該職務

発明についての特許権をＹから承継した。この場合、特許法上、Ｙには、Ｘ社から

相当の利益を受ける権利が認められる。 

 

エ．Ｘは、過失により、Ｙ社の特許発明についてＹ社の特許権を侵害し、その業務上

の信用を害した。この場合、特許法上、Ｙ社には、その損なわれた業務上の信用を

回復するのに必要な措置を請求する権利が認められる。 

 

オ．Ｘ社の従業者Ｙは、Ｚ社の特許発明について、Ｚ社が特許権者であることを知り

ながら、Ｘ社の業務に関し、Ｚ社に無断で実施している。この場合、侵害行為を行

ったＹだけでなく、Ｘ社も刑事罰を科されることがある。 

 

① ア－〇  イ－〇  ウ－〇  エ－〇  オ－〇 

② ア－〇  イ－×  ウ－〇  エ－×  オ－× 

③ ア－×  イ－〇  ウ－〇  エ－〇  オ－〇 

④ ア－×  イ－〇  ウ－×  エ－〇  オ－× 

⑤ ア－×  イ－×  ウ－×  エ－×  オ－× 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 14 － 

第４問 ４－２ （３点） 

労働者災害補償保険法（労災保険法）に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容

が最も適切なものを１つだけ選びなさい。 

 

① 労災保険法の適用事業場において使用されている労働者の被扶養配偶者が、疾病

のため療養を受けた。この場合、当該療養について、労災保険法に基づく保険給付

が行われる。 

 

② 労災保険法の適用事業場において使用されている労働者が、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映画館に立ち寄り、映画を鑑賞中に、

当該映画館の火災により負傷し療養を受けた。この場合、当該療養について、労災

保険法に基づく保険給付は行われない。 

 

③ 労災保険法の適用事業場において使用されている労働者が、所定労働時間内に完

了できなかった業務について、上司の指示に従い所定労働時間の終了後に当該事業

場の作業場で遂行していたところ、作業場の設備の不具合により負傷し療養を受け

た。この場合、当該療養について、労災保険法に基づく保険給付は行われない。 

 

④ 労災保険法の適用事業場である株式会社の株主が、当該株式会社の株主総会に出

席するため、住居と株主総会会場との間の合理的な経路を移動中に交通事故に遭い

負傷し療養を受けた。この場合、当該療養について、労災保険法に基づく保険給付

が行われる。 

 

⑤ 労災保険法の適用事業場において使用されている労働者が、出張先において業務

遂行中に作業場の設備の不具合により負傷し療養を受けた。この場合、当該療養に

ついて、労災保険法に基づく保険給付は行われない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 15 － 

第４問 ４－３ （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．債務者は、自己の債権者のために自己の所有する建物に抵当権を設定し、その旨

の登記を経た後、第三者との間で、当該第三者に当該建物を賃貸する旨の賃貸借契

約を締結した。この場合、当該債権者は、民法上、当該抵当権に基づく物上代位権

を行使して、当該建物の賃料が当該第三者から当該債務者に支払われる前に賃料債

権を差し押さえ、優先的に自己の債権の弁済を受けることができる。 

 

イ．債務者は、自己の債権者のために自己の所有する建物に抵当権を設定し、その旨

の登記を経た後、第三者との間で、当該第三者に当該建物を賃貸する旨の賃貸借契

約を締結し、当該建物を引き渡した。その後、当該抵当権が実行され、当該建物の

買受人が当該建物を所有するに至ったときであっても、民法上、当該第三者は、当

該建物の競売における買受けの時から一定の期間が経過するまでは、当該買受人に

対し、当該建物を明け渡す必要はない。 

 

ウ．債務者は、自己の債権者のために自己の所有する土地に抵当権を設定し、その旨

の登記を経た後、当該土地上に建物を建築した。この場合、当該債権者は、民法上、

当該抵当権を実行するのに際し、当該土地とともに当該建物も競売に付すことがで

きるが、当該土地の代価についてのみ、担保権を有しない一般債権者に優先して弁

済を受けることができる。 

 

エ．債権者は、債務者に融資をするにあたり、当該債務者所有の土地と建物を共同抵

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、当該債権者は、当

該抵当権を実行するためには、民法上、当該土地と当該建物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．債務者が、自己の債権者のために自己の所有する土地に抵当権を設定し、その旨

の登記を経た後、当該債務者について破産手続開始の決定がなされた。この場合、

当該債権者は、破産法上、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。 

 

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） 

－ 16 － 

第４問 ４－４ （３点） 

景品表示法に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを１つだ

け選びなさい。 

 

① Ａ社は、自社の新商品甲の販売促進のためのキャンペーンを展開し、そのキャン

ペーンのチラシに「キャンペーン期間中に甲をご購入のお客様全員に現金で1,000

円をキャッシュバック（返金）」する旨の表示をして甲を販売した。Ａ社の行うキ

ャッシュバックは、正常な商慣習に照らして値引きと認められる経済上の利益に該

当する場合であっても、景品表示法上の景品類に該当する。 

 

② Ａ社は、販売促進のためのキャンペーンの一環して、自社の商品甲のすべてに、

景品としてミニタオルを付けて販売することとした。当該ミニタオルの価額につい

ては、法令上、制限は定められていない。 

 

③ Ａ社は、自社製造の脱臭剤に「他社の同サイズ製品よりも効果が３倍長持ちす

る」旨を記載して販売しているが、実際の効果持続期間は他社の同サイズ製品と同

等程度であった。この場合、Ａ社の当該記載は、景品表示法上の不当な表示に該当

しない。 

 

④ Ａ社は、自社製造の包丁のパッケージに「絶対錆びない特殊加工」と記載して販

売している。しかし、当該包丁は、実際にはそのような特殊加工はされておらず、

一般的な包丁と同程度に錆びを生じるものであった。この場合、消費者契約法上の

適格消費者団体だけでなく、すべての人が、Ａ社に対し、景品表示法に基づき、当

該記載の停止を請求することができる。 

 

⑤ Ａ社は、自社の人気商品甲の新聞広告において、甲の性能が実際よりも著しく優

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、Ａ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、当該新聞広告における表示は、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。 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 17 － 

第５問 ５－１ （３点） 

取締役会設置会社であるＡ株式会社の株主の権利に関する次の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、一定の日を基準日と定め、当該基準日において株主名義に記録されてい

る株主を、当該基準日から一定の期間内に開催するＡ社の株主総会において議決権

を行使することができる者と定めることができる。 

 

② 剰余金配当請求権は少数株主権であり、Ａ社の株式を一株のみ保有している株主

は、会社法上、Ａ社に対し剰余金配当請求権を有しない。 

 

③ Ａ社は、法務省令の定める範囲内の一定の数の株式を定款で一単元の株式とする

旨を定めることにより、その発行する株式について、一単元の株式をもって、Ａ社

の株主に株主総会において一個の議決権を行使させることができる。 

 

④ Ａ社は、株主総会において議決権を行使することができる株主の代理人となり得

る者をＡ社の株主に限定する旨を、定款で定めることができる。 

 

⑤ Ａ社において、株主に剰余金の配当を受ける権利および残余財産の分配を受ける

権利の全部を与えない旨を定款で定めたとしても、その定めは効力を有しない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 18 － 

第５問 ５－２ （３点） 

民事再生手続および会社更生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．Ａ株式会社について、民事再生法に基づき、再生手続開始の決定がなされた。こ

の場合、原則として、従前のＡ社の取締役らが、Ａ社の業務を遂行し、Ａ社の財産

を管理し処分する権利を有する。 

 

イ．Ａ株式会社について、民事再生法に基づき、再生手続開始の決定がなされた。Ａ

社は、債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に裁判所に再生計画を提出し

た。この場合、当該再生計画案については、一般に、債権者集会における決議また

は書面による決議がなされる。 

 

ウ．Ａ株式会社について、民事再生法に基づき、再生手続開始の決定がなされた。そ

の後、Ａ社が、取引先であるＢ社からＡ社の業務に要する部品を購入したときは、

Ｂ社のＡ社に対する当該部品の売買代金債権は、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。 

 

エ．個人事業主Ａは、弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に

著しい支障を来すおそれがあるため、再建型の法的整理手続を利用して、その事業

の維持更生を図ろうとしている。この場合、会社更生手続は株式会社のみを適用対

象としているため、Ａは、会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てをすること

はできない。 

 

オ．Ａ株式会社について、会社更生法に基づき、更生手続開始の決定がなされた。当

該決定により前にＡ社所有の土地に抵当権の設定を受けその旨の登記を経ているＢ

社は、更生手続によらずに当該抵当権を実行して債権の回収を図ることができる。 

 

① アイエ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イウオ  ⑤ ウエオ 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 19 － 

第５問 ５－３ （３点） 

金属部品の製造業を営むＸ社は、金属部品の表面処理の一部をＹ社に委託している。

Ｘ社は、精密機器メーカーＺ社から、アルミ合金製の部品甲の製作を代金80万円で

受託し、部品甲につき、自社で原材料からの切削加工を行った後、その表面処理を

Ｙ社に下請代金10万円、納期を２週間後と定めて委託した（以下、「本件製造委

託」という）。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社は下請代金支払遅

延等防止法（下請法）上の親事業者に該当し、Ｙ社は下請法上の下請事業者に該当

するものとする。 

 

ア．Ｘ社は、本件製造委託をした場合には、直ちに、Ｙ社に対し、Ｙ社の給付の内容、

下請代金の額、支払期日および支払方法等を記載した書面を交付しなければならな

いが、当該書面の交付は、Ｙ社の承諾の有無にかかわらず、書面に代えて電子メー

ル等の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 

 

イ．Ｘ社は、本件製造委託におけるＹ社に対する下請代金の支払期日を、Ｙ社の給付

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

おいて定めなければならない。 

 

ウ．Ｙ社は、部品甲の表面処理を完了させＸ社に引き渡したが、その後に、Ｚ社から

Ｘ社に対して、部品甲の表面処理の方法を変更して欲しいとの連絡があった。この

場合、Ｘ社は、Ｙ社に対し、再加工分の下請代金の支払い等をすることなく、部品

甲の再加工を求めることができる。 

 

エ．Ｘ社は、本件製造委託をした後に、Ｚ社からの申出により、部品甲の代金につい

て交渉を行い、１割の値引きに応じ、代金を72万円とすることでＺ社と合意した。

この場合、Ｘ社は、Ｙ社の承諾なくＹ社に支払うべき下請代金を１割減額し、９万

円としたとしても、下請法に違反することはない。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 20 － 

オ．Ｘ社は、約定の期日に、Ｙ社から表面処理の完了した部品甲の引渡しを受けたが、

Ｙ社の責めに帰すべき理由がないのに、約定の支払期日に下請代金をＹ社に支払わ

なかった。この場合、Ｘ社は、Ｙ社との間に遅延損害金に関する定めがなくても、

Ｘ社が部品甲の引渡しを受けた日から起算して60日を経過した日から支払いをする

日までの期間について、その日数に応じて、未払金額に下請法所定の割合を乗じて

得た金額を遅延利息としてＹ社に支払わなければならない。 

 

① アウ  ② アエ  ③ イウ  ④ イオ  ⑤ エオ 

 

 

第５問 ５－４ （３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なものを１つだけ選

びなさい。 

 

① 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、図形および立体的形

状については商標権の設定登録を受けることができるが、音については商標権の設

定登録を受けることはできない。 

 

② 業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用する

標章については商標権の設定登録を受けることができるが、業として役務を提供し、

または証明する者がその役務について使用する標章については商標権の設定登録を

受けることはできない。 

 

③ 類似の商品に使用される同一の商標について複数の商標登録出願があった場合、

先に商標を作成したことを証明した者が、当該商標につき商標登録を受けることが

できる。 

 

④ 登録商標については、当該登録商標が使用されていない状態が継続したとしても、

第三者が、その不使用を理由として、商標登録の取消しを求めることはできない。 

 

⑤ 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間であるが、何度でも更新登録をす

ることが可能である。 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 21 － 

第６問 ６－１ （２点） 

商法上の仲立人に関する次の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 民法上、仲立人は、他人間の商行為の成立につき、自己の財産に対するのと同一

の注意をもって尽力すべき義務を負っており、かつ、この義務を果たせば足りる。 

 

② 商法上、仲立人は、商行為の媒介につき委託を受けた場合、当事者間に商行為が

成立するまでの間に、あらかじめ各当事者の氏名または商号、行為の年月日等の一

定の事項を記載した書面（結約書）を作成し各当事者に交付しなければならない。 

 

③ 委託者がその氏名を相手方に示さないよう仲立人に命じた場合であっても、商法

上、仲立人は、媒介する商行為について相手方に対し説明義務を負うため、相手方

から委託者の氏名の開示を求められたときは、これに応じなければならない。 

 

④ 商法上、仲立人は、商法所定の事項を記載した帳簿を保存する義務を負い、当事

者の請求があれば、その当事者のために媒介した行為についてその帳簿の謄本を交

付しなければならない。 

 

⑤ 商法上、仲立人は、自己の媒介により当事者間に商行為が成立した場合でも、委

託者との間の仲立契約において報酬に関する約定をしていなければ、報酬を請求す

ることができない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 22 － 

第６問 ６－２ （２点） 

次のア～オの記述は、Ｘ社内において、Ｘ社がＹ社に対して有する200万円の売掛

金の回収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「Ｙ社に対する売掛金200万円が未回収のままとなっています。売掛金の弁済

を催告してはいますが、Ｙ社は一向に支払おうとしません。Ｙ社との間の

紛争を解決するために、当社はどのような手順をとることができますか。」 

乙「当社とＹ社との間の話合いによる解決、すなわち、当社がＹ社と裁判外の和

解をすることが考えられます。裁判外の和解をする際の注意事項としては、

合意が成立したことおよびその内容について、書面を作成することが挙げ

られます。また、合意の内容を公正証書にすれば、一定の場合には、公正

証書自体が債務名義となります。」 

 

イ．甲「これまでのＹ社との交渉の経緯から考えると、当社とＹ社以外の第三者にも

関与してもらった方がいいように思いますが、そのような紛争解決手続は

ありますか。」 

乙「裁判所において中立な第三者である調停委員が関与した上で行う話合いの手

続である調停があります。もっとも、調停が成立しても、調停調書は債務

名義とならず、直ちに強制執行ができないのが難点です。」 

 

ウ．甲「民事上の法的紛争の解決方法として、仲裁という手続があると聞いたことが

ありますが、どのような手続なのでしょうか。」 

乙「仲裁手続において仲裁判断がなされれば、確定判決と同一の効力が認められ

るため、強制執行は可能です。ただし、仲裁手続をするためには、紛争が

生じる前に仲裁合意をしておく必要があります。当社とＹ社との間の売買

契約では仲裁条項を設けておらず、かつ、契約締結後、本件紛争が生じる

前に仲裁合意をしていないため、本件売掛金の回収については仲裁手続を

利用することはできません。」 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 23 － 

エ．甲「これらのほかに、売掛金を回収するための手続として、どのようなものが考

えられますか。」 

乙「支払督促は、請求金額の制限もなく、確定すれば債務名義となるので、強制

執行も可能です。もっとも、Ｙ社が督促異議を申し立てると、民事訴訟手

続に移行します。」 

 

オ．甲「裁判所における少額訴訟手続により売掛金を回収することはできますか。」 

乙「少額訴訟は、原則として１回の審理で終了する訴訟手続ですが、60万円以下

の金銭の支払いをめぐるトラブルに限り利用できます。本件売掛金は200万

円ですので、少額訴訟では、その全額を請求することができません。」 

 

① アイウ  ② アイエ  ③ アエオ  ④ イウオ  ⑤ ウエオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 24 － 

第６問 ６－３ （２点） 

取締役会設置会社であり、代表取締役が選定されている株式会社における取締役会

および取締役の役割と責任に関する次の①～⑤の記述のうち、会社法の規定に照ら

し、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、本問における取

締役会設置会社は、監査等委員会設置会社ではなく、かつ、指名委員会等設置会社

でもないものとする。 

 

① 会社法所定の手続に基づき、取締役が自己のために会社との間で利益相反取引を

行ったところ、当該取引により会社に損害が生じた。この場合、当該取締役だけで

はなく、当該取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役や会社が当該取引

をすることを決定した取締役も、会社に対し損害賠償責任を負うことがある。 

 

② 取締役は、個人として会社の事業の部類に属する取引を行う場合、事前に取締役

会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けるか、または、

当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告するか、

いずれかをしなければならない。 

 

③ 取締役会は、その権限とされている多額の借財および支配人その他の重要な使用

人の選任および解任の決定を代表取締役に委任することができない。 

 

④ 取締役会の決議要件は、会社法所定の割合を上回る割合を定款で定めることによ

り、加重することができる。 

 

⑤ 取締役会設置会社は、取締役会の議事について所定の事項を記載した議事録を作

成した。この場合、当該会社は、当該議事録を、取締役会の日から10年間、その本

店に備え置かなければならない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 25 － 

第６問 ６－４ （２点） 

インターネットにかかわる法規制に関する次のア～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．インターネットを通じて不特定の者が利用できるウェブサイト上で、個人のプラ

イバシーを侵害する情報が流通し、当該個人に損害が生じた。この場合、「特定電

気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」（プ

ロバイダ責任制限法）上、特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介するプロバ

イダは、損害発生の防止のために必要な注意を果たしたことを証明しない限り、当

該個人に対する損害賠償責任を免れない。 

 

イ．コンピュータのアクセス管理者がコンピュータにアクセス制御機能を付加して第

三者の不正な利用を制限している場合において、当該コンピュータの正当な管理・

利用権限を有しない者が、アクセス管理者の承諾を得ずに、アクセス管理者になり

すまし、利用権者にそのＩＤやパスワードを当該コンピュータに入力するよう求め

る旨の電子メールを送信する行為は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」

（不正アクセス禁止法）により禁止されている。 

 

ウ．不正アクセス禁止法上、不正アクセス行為が行われたコンピュータのアクセス管

理者が、その再発を防止するため、都道府県公安委員会に対し、当該コンピュータ

を不正アクセス行為から防御するために必要な応急措置が的確に講じられるよう、

必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を受けたい旨を申し出る制度が設けら

れている。 

 

エ．「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」（迷惑メール防止法）上、特定

電子メールの送信者は、あらかじめ特定電子メールの送信に同意する旨を送信者に

通知した者に対して特定電子メールを送信する場合、送信者の氏名または名称その

他の所定の事項を特定電子メールに表示しなくてもよい。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 26 － 

オ．迷惑メール防止法上、特定電子メールの送信者は、あらかじめ特定電子メールを

送信することに同意する旨を送信者に通知した者に対しては、送信者が特定電子メ

ールの送信に用いる電子メールアドレスを偽って特定電子メールを送信することが

できる。 

 

① アイ  ② アオ  ③ イウ  ④ ウエ  ⑤ エオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 27 － 

第７問 ７－１ （２点） 

Ｘ社は、Ｙ社に商品を売却し、その売掛金債権を自働債権として、相殺により回収

しようとしている。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．Ｙ社がＸ社に対して貸金債権を有する場合において、Ｘ社は、本件売掛金債権の

弁済期が到来していれば、当該貸金債権の弁済期が未到来であっても、期限の利益

を放棄して、当該貸金債権を受働債権、本件売掛金債権を自働債権として、対当額

で相殺することができる。 

 

イ．Ｙ社の子会社であるＺ社がＸ社に対して賃料債権を有する場合において、Ｘ社は、

本件売掛金債権の弁済期が到来したとしても、当該Ｚ社が有する賃料債権を受働債

権、本件売掛金債権を自働債権として、対当額で相殺することはできない。 

 

ウ．Ｙ社がＸ社に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有している場合、Ｘ社は、

本件売掛金債権の弁済期が到来したとしても、当該損害賠償請求権を受働債権、本

件売掛金債権を自働債権として、対当額で相殺することはできない。 

 

エ．Ｘ社とＹ社との間で、両者間の債権について相殺を禁止する旨の特約をしたとし

ても、民法上、当該特約は無効であるため、Ｙ社がＸ社に対して貸金債権を有して

いる場合において、当該貸金債権と本件売掛金債権が相殺敵状にあるときは、Ｘ社

は、当該貸金債権を受働債権、本件売掛金債権を自働債権として、対当額で相殺す

ることができる。 

 

オ．Ｙ社がＸ社に対して貸金債権を有している場合において、Ｘ社は、本件売掛金債

権の弁済期が到来していれば、本件商品の引渡しがなされていないためＹ社が本件

売掛金債権につき同時履行の抗弁権を有しているとしても、当該貸金債権を受働債

権、本件売掛金債権を自働債権として、対当額で相殺することができる。 

 

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） 

－ 28 － 

第７問 ７－２ （２点） 

Ａ社は、Ｂ社との間で業務委託契約を締結し、Ａ社の主催するイベントの運営管理

や参加者へのチケット販売等、当該イベントの開催に関する一切の業務をＢ社に委

託した。当該イベントの当日、Ｂ社が参加者の行列を整理するために設置した動線

確保用のプラスチック柵の位置が適切でなかったことから、入場待ちの参加者が押

し合う形となって混乱が生じた。この混乱により、押合いに巻き込まれたＣら一部

の参加者が転倒して負傷するとともに、イベント会場に設置されていたＡ社所有の

備品の一部が参加者の接触により破損するという事故（以下、「本件事故」とい

う）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

のの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．本件事故の発生についてＢ社の従業員Ｄに過失が認められる場合、Ｂ社は、民法

415条の債務不履行責任の規定に基づき、Ａ社に対し、本件事故によりＡ社に加え

た損害を賠償する責任を負う。 

 

イ．本件業務委託契約では損害賠償額の予定についての定めがなされていたが、本件

事故により、Ａ社は、当該損害賠償額の予定で定められた額を超える額の損害を被

った。この場合、民法上、Ａ社は、Ｂ社に対し、債務不履行に基づく損害賠償とし

て、実際に被った損害額の賠償を請求することはできない。 

 

ウ．本件事故についてＢ社の従業員Ｄに民法709条の不法行為が成立する場合、Ｂ社

は、Ｄの選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の

注意をしても損害が生ずべきであったときであっても、民法715条の使用者責任の

規定に基づき、Ａ社に対し、本件事故によりＡ社に加えた損害を賠償する責任を負

う。 

 

エ．Ｃは、本件事故により生じた損害につき、Ｂ社に対し、不法行為に基づく損害賠

償請求を行うことを検討している。この場合、Ｃが加害者および損害の発生を知っ

た時から３年以内に損害賠償請求権を行使しないときは、民法上、当該損害賠償請

求権は、時効により消滅するとされている。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 29 － 

オ．本件事故の発生については、Ｃが、Ｂ社の従業員Ｄによる制止に従わず、強引に

イベント会場に入場しようとしたため、押合いに巻き込まれたという事情が存在し

た。Ｃを原告、Ｂ社を被告とする損害賠償請求訴訟が提起された場合、裁判所は、

民法上、損害賠償額の算定にあたり、Ｃの過失を考慮して損害賠償の額を定めるこ

とはできない。 

 

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） 

－ 30 － 

第７問 ７－３ （２点） 

不動産登記制度に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを１

つだけ選びなさい。 

 

① Ａ社は、Ｂ社との間で売買契約を締結し甲土地の所有権を譲り受け、所有権移転

登記を経ずに、所有権移転の仮登記を経た。その後、甲土地につき、当該仮登記に

基づく所有権移転登記がなされる前に、Ｂ社は、Ｂ社の債権者であるＣ社との間で

抵当権設定契約を締結し、抵当権設定登記を経た。この場合、Ａ社は、当該仮登記

に基づく所有権移転登記を行うことはできない。 

 

② Ａ社は、Ｂ社との間で売買契約を締結し甲土地の所有権を譲り受けたが、所有権

移転登記を経る前に、Ｂ社の債権者Ｃ社を差押債権者とする差押登記が甲土地にな

された。この場合、Ａ社は、当該差押登記がなされている間は、所有権移転登記を

行うことができない。 

 

③ Ａ社は、Ｂ社との間で売買契約を締結し甲土地の所有権を譲り受けたが、Ｂ社か

ら、甲土地の引渡しおよび所有権移転登記手続への協力のいずれも拒まれている。

この場合、Ａ社は、Ｂ社に対して、所有権移転登記手続への協力を請求することは

できるが、所有権移転登記を経ない間は、甲土地の所有権が自己にあることを主張

して、甲土地の引渡しを請求することはできない。 

 

④ Ａ社は、Ｂとの間で売買契約を締結し甲土地の所有権を譲り受けたが、第三者Ｃ

のＢに対する強迫により、Ａ社への所有権移転登記の申請が妨げられた。その後、

Ａ社が所有権移転登記を経ないうちに、Ｃは、Ｂから甲土地を買い受けて所有権移

転登記を経た。この場合、Ａ社は、甲土地につき所有権移転登記を経ていなくても、

Ｃに対して、甲土地の所有権の移転を受けたことを対抗することができる。 

 

⑤ Ａ社は、Ｂ社との間で、Ｂ社の所有する甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結

したが、実際は、甲土地を所有しているのはＣ社であった。この場合において、Ａ

社とＢ社との間で売買契約がなされた時点で、Ａ社が、Ｂ社を所有者とする甲土地

の不動産登記簿の登記事項を信じ、かつ、Ｂ社が甲土地の所有者でないことを過失

なく知らなかったときは、甲土地の所有権を取得することができる。 
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第７問 ７－４ （２点） 

株式の譲渡および取得に関する次の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 会社法上、子会社による親会社の株式の取得について制限は設けられていないた

め、Ｘ株式会社は、その会社法上の親会社に該当するＹ株式会社の株式を自由に取

得することができる。 

 

② 取締役会設置会社であるＸ株式会社の株主Ｙは、その保有するＸ社の譲渡制限株

式をＺに譲渡した。この場合、会社法上、Ｘ社において当該譲渡を承認する機関は、

株主総会である。 

 

③ 株券を発行していないＸ株式会社の株主Ｙは、その保有するＸ社の株式をＺに譲

渡した。この場合、当該株式の譲渡は、ＹとＺとの間の株式を譲渡する旨の意思表

示でその効力を生じ、株主名簿への記載または記録は、Ｘ社その他の第三者に対す

る対抗要件である。 

 

④ Ｘ株式会社は、自己株式を取得した場合において、その保有する自己株式が発行

済株式総数の一定割合を超えているときは、会社法上、自己株式の処分を義務付け

られる。 

 

⑤ Ｘ株式会社は、Ｘ社の株主との間の合意により、有償で自己株式を取得する場合、

会社法上、Ｘ社の株主総会の特別決議による授権決議を経なければならず、株主総

会の普通決議や取締役会決議による授権決議を経て自己株式を取得することは認め

られていない。 
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第８問 ８－１ （２点） 

次の文章は、平成27年に成立した「個人情報の保護に関する法律及び行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法

律」（平成27年法律第65号）による個人情報保護法の改正（平成29年５月30日施行。

以下、「改正個人情報保護法」という）について述べたものである。この文章中の

下線部(a)～(e)の記述のうち、その内容が適切なものの個数を①～⑤の中から１つ

だけ選びなさい。 

 

 改正個人情報保護法においては、まず、従前個人情報保護法の適用除外とされてい

た小規模事業者への対応が行われた。すなわち、(a)その取り扱う個人情報の量およ

び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める

者を適用除外とする旨の規定が削除され、個人情報データベース等を事業の用に供し

ている者は、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特

定の個人の数の多寡にかかわらず、原則として個人情報取扱事業者に該当することと

された。 

 次に、従前必ずしも個人情報に該当するかどうかが明らかでなかった情報に対応し

て、個人情報の定義が改められた。例えば、(b)自動車運転免許証番号やパスポート

番号については、その番号単体のみでは個人情報保護法上の個人識別符号には該当せ

ず、同時に含まれる他の情報と組み合わせて特定の個人の氏名を識別することができ

る場合に限り個人識別符号に該当し、これを含むものは個人情報に該当するものとさ

れた。 

 さらに、改正個人情報保護法では、個人情報の利用に過度の制約が及ばないように

し、適切な利用を促進する規定も設けられた。例えば、個人情報に所定の措置を講じ

て特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関

する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを匿名加

工情報と定義した上で、(c)匿名加工情報に関しては、その定義から個人情報に該当

しない情報であることから、加工に関する規定を置いた上で、その後の匿名加工情報

の使用、提供等については特段の規制を設けないこととされた。また、(d)改正個人

情報保護法の施行前においては、個人情報取扱事業者が個人情報の利用目的を変更す

る場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を

超えて行ってはならないと規定されていたが、改正個人情報保護法の施工後はかかる
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規定が削除され、変更された利用目的について本人に通知し、または公表するのであ

れば、任意に利用目的を変更することができることとされた。 

 その他、(e)改正個人情報保護法では、いわゆるトレーサビリティの確保の観点か

ら、個人情報取扱事業者が第三者に個人データを提供したときは、当該第三者の氏名

または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し、一

定の期間保存しなければならないものとされた。 

 

① １個  ② ２個  ③ ３個  ④ ４個  ⑤ ５個 
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第８問 ８－２ （２点） 

Ａ社は、Ｂ社との間で、Ｂ社所有の甲建物を賃借する旨の賃貸借契約を締結し、甲

建物の引渡しを受け使用を開始した。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。なお、

本件賃貸借は、借地借家法上の「定期建物賃貸借等」には該当しないものとする。 

 

ア．甲建物の屋上の防水シートが豪雨により破損したため、Ａ社は、工務店に修繕を

依頼し、その費用を支出した。この場合、Ａ社は、特約がない限り、Ｂ社に対し、

防水シートの修繕に要した費用の償還を請求することができない。 

 

イ．本件賃貸借契約の期間が満了するに際し、Ａ社がＢ社に対して本件賃貸借契約の

更新を請求した場合、Ｂ社は、借地借家法上、更新を拒絶するについての正当事由

の有無を問わず、Ａ社による更新の請求を拒むことができない。 

 

ウ．Ａ社は、甲建物内にＯＡ機器を設置して使用していたが、その後、Ｂ社との合意

により、本件賃貸借契約を終了させた。この場合、民法上、Ａ社は、甲建物を返還

するに際し、当該ＯＡ機器を収去しなければならない。 

 

エ．Ａ社は、Ｂ社の承諾を得て甲建物について都市ガスの配管をし、その費用（有益

費）を支出した。この場合において、都市ガスの配管による甲建物の価格の増加が

現存するときは、民法上、Ｂ社は、当該有益費については、原則として、本件賃貸

借契約の終了時に、Ａ社が支出した金額または増加額のいずれかを選択してＡ社に

償還する義務を負う。 

 

オ．Ａ社は、Ｂ社の承諾を得ずに甲建物を第三者に転貸した。この場合において、当

該転貸がＢ社に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Ｂ社

は、甲建物の無断転貸を理由として本件賃貸借契約を解除することができない。 

 

① アイウ  ② アイオ  ③ アエオ  ④ イウエ  ⑤ ウエオ 
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第８問 ８－３ （２点） 

Ａ社は、Ｂ建設会社との間で、Ａ社の注文に基づき、Ｂ社が甲建物を建築する旨の

請負契約を締結した。本件請負契約における請負代金は１億円であり、甲建物の引

渡しと同時に支払うこととされていた。その後、Ｂ社は、資金繰りが悪化し、甲建

物の建築工事の着手および請負代金の支払いのいずれもなされないうちに、破産手

続開始決定を受け、その破産管財人としてＣが選任された。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．破産法上、Ａ社は、相当の期間を定めて、Ｃに対し、本件請負契約の解除と甲建

物の完成・引渡義務の履行のいずれを選択するかを確答するよう催告することがで

き、この期間内にＣが確答をしないときは、甲建物の完成・引渡義務の履行を選択

したものとみなされる。 

 

イ．Ｃが破産法に基づき本件請負契約につき甲建物の完成・引渡義務の履行を選択し

て、Ａ社に対し請負代金債務の履行を請求した場合であっても、破産法上、Ａ社は、

本件請負契約を解除して、Ｃからの当該請負代金債務の履行の請求を拒絶すること

ができる。 

 

ウ．Ｃが破産法に基づき本件請負契約につき甲建物の完成・引渡義務の履行を選択し

て、Ａ社に対し請負代金債務の履行を請求した場合、Ａ社は、引き続き本件請負契

約に従って、甲建物の引渡しを受ける権利を有する。 

 

エ．Ｃは、破産法に基づき本件請負契約の解除を選択する場合、破産法上、Ａ社のた

めに、本件請負契約に従って甲建物の建築を請け負う他の建築業者を指定しなけれ

ばならない。 

 

オ．Ｃが破産法に基づき本件請負契約を解除したことによりＡ社に損害が発生した場

合、Ａ社は、破産債権者として損害賠償請求権を行使することができる。 

 

① アイ  ② アウ  ③ イエ  ④ ウオ  ⑤ エオ 
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第８問 ８－４ （２点） 

Ｘ社では、海外進出が決定したため、これに先立って、国際取引に関する各種の調

査を行っている。次のア～オの記述は、国際取引における契約書の条項について話

し合っているＸ社内における発言の一部である。これらの発言のうち、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．「国際的な売買取引においては、売主の目的物引渡債務が不可抗力によって履行

できない場合、取引の相手方の属する国にかかわらず、売主に責任が生じるこ

とはないとされているため、契約当事者は、国際売買契約に不可抗力条項

（force majeure clause）を設ける必要はありません。」 

 

イ．「国際取引において、相手方との間でライセンス契約を締結したり、相手方から

重要な機密情報の開示を受けたりする場合には、秘密保持契約の締結が必要と

なることがあります。秘密保持契約は、一般に、当事者に対し、第三者に秘密

情報を開示しないことや秘密情報を目的外で使用しないことなどの不作為義務

を定める契約です。」 

 

ウ．「仲裁条項は、当事者間の紛争を仲裁によって解決する旨を定めた条項です。た

だし、この条項が設けられた場合でも、日本の仲裁法上は、当事者間に発生し

た紛争を民事訴訟で解決することは可能であり、仲裁条項を根拠に民事訴訟の

却下を求めることはできません。」 

 

エ．「通知条項は、解約等の意思表示の通知先、方法、効力発生時期、効果について

定めた条項です。国際間の通知の場合には、郵便事情等により必ずしも通知が

到達するとは限らないので、通知が到達しない場合でも通知の効力を生じさせ

るには、発信主義で合意しておく必要があります。」 
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オ．「完全合意条項は、契約書に記載された内容が、当事者間の完全な合意内容を表

示し、それが契約締結以前に契約の目的事項に関して存在した当事者の合意に

優先することを規定した条項です。これは、英米証拠法のルールである口頭証

拠排除法則、すなわち、ある事柄に関して最終的な契約書が作成された場合に

は、当事者は、契約交渉過程で当事者間に成立した他の合意を契約書面の内容

を変更するものとして裁判所に提出することはできないとの法則を再確認する

ものです。」 

 

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９問 ９－１ （２点） 

Ａ社の従業員Ｂが、業務中にＡ社の社用車を運転中、信号無視の乗用車に追突され、

社用車および積荷のＡ社製品が破損するという事故が発生した。そこで、Ａ社は、

当該乗用車を運転していたＣを相手方として、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟

を提起することを検討している。次のア～オの記述は、民事訴訟における主張およ

び証明の対象事実について話し合っているＡ社内における発言の一部である。これ

らの発言のうち、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．「本件事故について、Ｃに民法709条の不法行為が成立するには、当社に損害が発

生したこと、Ｃに故意または過失があること、加害行為と損害との間に因果関

係があること、違法性阻却事由がなく加害行為が違法であること、Ｃに責任能

力があることを要します。」 

 

イ．「当社が、本件事故について、Ｃを相手方として、不法行為に基づく損害賠償請

求訴訟を提起した場合、当社の請求が認められるためには、当社が民法709条の

要件に該当する具体的事実（主要事実）を主張する必要があります。ただし、

当社が主要事実を主張していない場合であっても、裁判所は、提出された証拠

から当該事実が存在する旨の確信を得れば、当該事実が存在することを当然に

認定することができるとされています。」 

 

ウ．「当社からＣに対する損害賠償請求が認められるために、当社が主要事実につい

て証明をなすべき範囲は、Ｃの認否によって異なります。本件事故について、

当社が損害として社用車の修理代の存在を主張したのに対して、Ｃがその主張

を認めた場合には、当該事実については、当社がその存在を証明する証拠を提

出しなかったとしても、判決ではその事実が存在すると認定されます。」 

 

エ．「当社がＣの故意または過失に該当する事実としてＣの信号無視の事実を主張し

たのに対して、Ｃがこれを争った場合、当該事実が存在することが認定される

ためには、当社においてその存在を証明しなければなりません。」 
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オ．「例えば、当社の具体的な損害額の主張に対してＣが損害金をすでに支払ったと

の主張をした場合において、当社がＣの当該主張を争うときは、当社において

損害金を受領していない旨を証明する必要があります。」 

 

① アイウ  ② アイオ  ③ アウエ  ④ イエオ  ⑤ ウエオ 

 

 

第９問 ９－２ （２点） 

社会福祉関連法および環境保全関連法に関する次の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 身体障害者補助犬法上、公共交通事業者等は、その管理する公共交通機関を身体

障害者が利用する場合、原則として、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。 

 

② 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）上、

公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設する場合、当該旅客施設を、高齢者や

障害者の移動円滑化のために必要な一定の基準に適合させることを義務付けられる。 

 

③ 資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）は、一定の業種に

属する事業者に対し、廃棄物の発生抑制（リデュース）、部品等の再利用（リユー

ス）、再生利用（リサイクル）のための取組みを求めている。 

 

④ 民法上の不法行為に基づく損害賠償請求では、原則として、加害者に故意または

過失がなければ加害者は損害賠償責任を負わないのに対し、大気汚染防止法や水質

汚濁防止法では、加害者に過失がなくても損害賠償責任を負わせる無過失損害賠償

責任が定められている。 

 

⑤ 法律と条例がいずれも同一の環境保全目的で規制を行っている場合、条例は法律

の規制の範囲内でのみ定め得るものであるため、企業は法律の規制にのみ従えば足

りる。 
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第９問 ９－３ （２点） 

Ａ社は、中古ＯＡ機器の販売業を営むＢ社との間で、Ｂ社が所有する中古のプリン

ター複合機１台を購入する旨の売買契約を締結した。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 民法上、本件売買契約によって当該複合機の所有権がＢ社からＡ社に移転するの

は、Ａ社とＢ社との間で申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致した時であり、

Ａ社とＢ社との間の特約によっても、これと異なる時を所有権の移転時期とするこ

とはできない。 

 

② 民法上、Ｂ社は、債務の本旨に従って弁済の提供をすれば、Ａ社が当該複合機の

受領を拒絶したことにより約定の履行期に当該複合機を引き渡すことができなかっ

たとしても、履行遅滞には陥らず、債務不履行の責任を負わない。 

 

③ 商法上、Ａ社は、当該複合機を受領したときは、遅滞なく、その検査をしなけれ

ばならず、その結果、当該複合機に異常等の瑕疵を発見したときには直ちにＢ社に

その旨の通知をしなければ、原則として、当該瑕疵を理由としてＢ社の責任を追及

することができない。 

 

④ 当該複合機の売買代金債務および当該複合機の引渡債務のいずれについても弁済

期が到来している場合、民法上、Ａ社は、Ｂ社からの売買代金の請求に対し、同時

履行の抗弁を主張して、Ｂ社が当該複合機の引渡債務につき弁済の提供をするまで、

売買代金債務の履行を拒むことができる。 

 

⑤ Ａ社は、売買代金を支払う前に当該複合機を受領したが、当該複合機に隠れた瑕

疵があったため、本件売買契約を解除した。この場合、民法上、Ａ社は、原状回復

義務を負い、当該複合機をＢ社に返還しなければならない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 41 － 

第９問 ９－４ （２点） 

非典型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．Ｘ社は、その所有する機械甲をＹ社に売却するに際し、売買契約において、Ｙ社

が代金の全額を支払う前にＸ社が機械甲をＹ社に引き渡すが、機械甲の所有権は代

金全額の支払いが完了するまでＸ社に留保される旨の所有権留保の約定をした。こ

の場合において、Ｙ社が、売買代金の支払いを完了する前に機械甲を第三者である

Ｚ社に売却したときは、Ｙ社とＺ社との間の売買契約は、所有権留保の約定に基づ

き無効となる。 

 

イ．Ｘ社は、Ｙ社に対して有する貸金債権を担保する目的でＹ社所有の甲土地につき

代物弁済の予約を行い、その仮登記を経た。その後、Ｙ社は、約定の期日までに借

入金を弁済することができなくなった。仮登記担保法上、Ｘ社は、仮登記担保権を

実行し甲土地の所有権を取得する場合、甲土地の価額が被担保債権の額を超えると

きであっても、その差額をＹ社に清算金として支払う義務を負わない。 

 

ウ．Ｘ社は、Ｙ社に対して有する貸金債権を担保する目的でＹ社所有の甲土地につき

代物弁済の予約を行い、その仮登記を経た。その後、Ｙ社は、約定の期日までに借

入金を弁済することができなくなった。この場合において、担保権を有しない他の

債権者により甲土地が強制競売に付されたときは、仮登記担保法上、Ｘ社は、当該

他の債権者に優先して弁済を受けることができる。 

 

エ．Ｘ社は、Ｙ社に対して有する貸金債権を担保する目的でＹ社の所有する機械甲に

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）に基づく動産譲渡登記を経ることで、

機械甲の譲渡担保権を第三者に対抗することができる。 

 

オ．Ｘ社は、Ｙ社に対して有する貸金債権を担保する目的でＹ社所有の甲土地に譲渡

担保の設定を受けた。Ｘ社は、当該譲渡担保を実行する場合、裁判所の競売手続を

経ることなく、自ら甲土地を第三者に売却するなどの任意の方法をとることができ

る。 

 

① アイウ  ② アイエ  ③ アエオ  ④ イウオ  ⑤ ウエオ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 42 － 

第10問 10－１ （２点） 

会社法上の親会社および子会社に関する次の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株式会社は、Ｙ株式会社との間で株式交換を行い、Ｙ社の完全親会社となるこ

ととした。この場合、Ｘ社は、Ｙ社の株主に対し、Ｙ社の株式に代わる対価として、

Ｘ社の株式を交付することができるが、金銭を対価として交付することはできない。 

 

② Ｘ株式会社は、Ｙ株式会社との間で株式交換を行い、Ｙ社の完全親会社となるこ

ととした。この場合において、Ｘ社およびＹ社のいずれもが取締役会設置会社であ

るときは、株式交換契約の承認は、Ｘ社およびＹ社の取締役会決議で行うことがで

き、株主総会の決議を経る必要はない。 

 

③ Ｘ株式会社は、Ｙ株式会社との間で株式交換を行い、Ｙ社の完全親会社となるこ

ととした。この場合、会社法上、Ｘ社の債権者を保護する手続は設けられていない

ため、Ｘ社の債権者は、当該株式交換について異議を述べることはできない。 

 

④ Ｘ株式会社は、株式移転により新たにＹ株式会社を設立し、Ｙ社をＸ社の完全親

会社とすることとした。この場合、当該株式移転に反対する反対株主は、原則とし

て、Ｘ社に対し、自己の有するＸ社株式を公正な価格で買い取ることを請求するこ

とができる。 

 

⑤ Ｘ株式会社は、株式移転により新たにＹ株式会社を設立し、Ｙ社をＸ社の完全親

会社とする場合、株式移転計画につき、Ｘ社ではなくＹ社の株主総会の特別決議に

よる承認を得る必要がある。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 43 － 

第10問 10－２ （２点） 

特定商取引法に関する次の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 訪問販売の方法による売買契約の締結を勧誘しようとする場合、販売業者は、そ

の勧誘に先立って、消費者に対し、自己の名称、売買契約の締結について勧誘をす

る目的である旨および販売する商品等、特定商取引法所定の事項を明示しなければ

ならない。 

 

② 販売業者が、消費者との間で、通信販売の方法により商品の売買契約を締結した。

この場合において、販売業者が当該商品の広告に契約解除の可否や解除に伴う商品

の返品条件など所定の事項を表示していなかったときは、消費者は、商品の引渡し

を受けた後一定期間内であれば、当該契約を解除することができる。 

 

③ 消費者が、事業者との間で、特定継続的役務提供の方法により役務の提供を受け

る旨の契約と、当該役務の提供を受けるにあたり不可欠な物品（関連商品）を事業

者から購入する旨の売買契約を締結した。この場合、消費者は、一定の期間内であ

れば、当該役務の提供を受ける旨の契約につきクーリング・オフを行使することが

できるが、関連商品の売買契約につきクーリング・オフを行使することはできない。 

 

④ 訪問購入の方法による売買契約の締結について購入業者が勧誘をするに際し、購

入業者は、物品の種類およびその性能または品質その他これらに類するものとして

主務省令で定める事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 

 

⑤ 特定商取引法上、いわゆるネガティブオプションについて、販売業者は、売買契

約の申込者等以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商

品を送付した場合において、その商品の送付があった日から14日を経過する日まで

にその商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がそ

の商品の引取りをしないときは、原則として、その送付した商品の返還を請求する

ことができない。 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 44 － 

第10問 10－３ （２点） 

債権者代位権に関する次のア～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300万円の貸金債権を有しており、Ｙ社はＺ社に200万円の貸金債権

を有している。この場合において、Ｘ社が債権者代位権を行使するためには、Ｙ社

が無資力である必要はない。 

 

イ．Ｘ社はＹ社に200万円の貸金債権を有しており、Ｙ社はＺ社に100万円の賃料債権

を有している。この場合、Ｘ社が債権者代位権を行使するためには、原則として、

当該貸金債権の弁済期が到来していることが必要である。 

 

ウ．Ｘ社は、Ｙ社に600万円の貸金債権を有している。他方、Ｙ社は、Ｚ社に500万円

の請負代金債権を有しているが、Ｚ社がその支払いに応じないため、Ｚ社を相手方

として、請負代金支払請求訴訟を提起している。この場合、Ｘ社は、債権者代位権

を行使して、Ｚ社に対し、500万円の支払いを請求することはできない。 

 

エ．Ｘ社は、Ｙ社に1000万円の貸金債権を有している。他方、Ｙ社は、Ｚ社の所有す

る甲建物を購入したが、Ｚ社からその所有権移転登記を受けていない。この場合、

Ｘ社は、裁判上で債権者代位権を行使しなければならないため、Ｚ社を相手方とし

て、Ｙ社への甲建物の所有権移転登記手続請求訴訟を提起する必要がある。 

 

オ．Ｘ社は、Ｙ社に対し500万円の貸金債権を有しており、Ｙ社がＺ社に対して有す

る300万円の売掛金債権について、債権者代位権を行使した。この場合、Ｘ社は、

Ｚ社に対し、Ｙ社ではなくＸ社に300万円を直接引き渡すよう求めることができる。 

 

① アイウ  ② アウエ  ③ アエオ  ④ イウオ  ⑤ イエオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 45 － 

第10問 10－４ （２点） 

金銭消費貸借契約に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み

合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ｘ社は、Ｙ社との間で、返済期限を半年後として、利息の約定をせずに、Ｙ社に

1000万円を貸し付ける旨の金銭消費貸借契約を締結し、Ｙ社に1000万円を交付した。

この場合であっても、Ｘ社は、商法上、Ｙ社に法定利息を請求することができる。 

 

イ．Ｘは、Ｙとの間で、利息の約定をせずに、Ｙに10万円を貸し付ける旨の金銭消費

貸借契約を締結し、Ｙに10万円を交付した。この場合、本件金銭消費貸借契約にお

いて弁済期が定められていたとしても、民法上、Ｙは、期限の利益を放棄して、当

該弁済期が到来する前に、Ｘに借入金債務を弁済することができる。 

 

ウ．Ｘは、Ｙとの間で、返済期限の約定をせずに、Ｙに10万円を貸し付ける旨の金銭

消費貸借契約を締結し、Ｙに10万円を交付した。この場合、民法上、Ｘは、Ｙに対

し、相当の期間を定めて貸付金返還の催告をすることができる。 

 

エ．貸金業を営むＸ社は、Ｙとの間で、利息制限法所定の上限金利を超える利息の約

定をして、Ｙに150万円を貸し付ける旨の金銭消費貸借契約を締結し、Ｙに150万円

を交付した。この場合、利息制限法上、当該金銭消費貸借契約自体が無効となる。 

 

オ．貸金業を営むＸ社は、Ｙとの間で、出資法所定の上限金利を超える利息の約定を

して、Ｙに30万円を貸し付ける旨の金銭消費貸借契約を締結し、Ｙに30万円を交付

した。この場合、出資法上、Ｘ社は、監督官庁から行政処分を受けることはあるが、

刑事罰を科されることはない。 

 

① アイウ  ② アイエ  ③ アウオ  ④ イエオ  ⑤ ウエオ 

 

 

 


