
（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 1 － 

第１問 １－１ （３点） 

家庭用品メーカーであるＸ社は、新型の家庭用浄水器甲を発売した。この場合に関

する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑤の中か

ら１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ｘ社は、甲の販売促進のため、甲の購入者を対象として抽選を行い、当選した者

に海外旅行（30万円相当）を提供することを企画した。この企画内容は、取引に付

随して懸賞によって景品を提供するものであり、景品表示法の規制対象となる。 

 

イ．Ｘ社は、甲の販売促進のため、甲の購入者全員に高級食器セットを提供した。内

閣総理大臣（消費者庁長官）は、当該食器セットの提供が景品表示法による制限に

違反する場合、当該制限に違反したことを理由としてＸ社に対し課徴金の納付を命

じることができる。 

 

ウ．Ｘ社は、インターネット上の自社のホームページで自社製品を消費者向けに販売

している。Ｘ社は、当該ホームページ上で甲を販売するにあたり、「通常価格１万

円のところ、キャンペーン期間中に限り5,000円で販売する」旨の表示をして販売

したが、実際には甲を１万円以上で販売したことはなかった。当該表示は、景品表

示法上の不当表示に当たらない。 

 

エ．Ｘ社は、甲の広告用ポスターに、「甲は、Ｙ社が製造する、甲と同等の家庭用浄

水器乙に比べ、フィルターの価格は同程度であるが、その交換頻度が約３分の１で

ある」旨の表示をしたが、実際には甲と乙のフィルターの交換頻度は同等であった。

この場合、当該表示は、景品表示法上の不当表示に当たらない。 

 

オ．Ｘ社は、甲のパンフレットに、「水道水に含まれる不純物を99％以上除去する機

能がある」旨の表示をしたが、実際には、甲には水道水に含まれる不純物を除去す

る機能はほとんどなかった。Ｘ社が、この表示により、不当に顧客を誘引し、一般

消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを生じさせた場合、当該表

示は、景品表示法上の不当表示に当たる。 

 

① アエ  ② アオ  ③ イウ  ④ イエ  ⑤ ウオ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 2 － 

第１問 １－２ （３点） 

譲渡担保に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを

①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．債権者は、債務者の所有する動産を目的として譲渡担保の設定を受ける場合、債

務者との間で譲渡担保を設定する旨の合意をするのに加え、債務者から当該動産の

引渡しを受けなければ、譲渡担保設定契約は有効に成立しない。 

 

イ．倉庫内に存する複数の在庫商品のように、構成部分の変動する集合動産であって

も、その種類、所在場所および量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲

が特定される場合は、それらを一個の集合物として譲渡担保を設定することができ

る。 

 

ウ．債権者が債務者の第三者に対する売掛金債権を目的として譲渡担保の設定を受け

る場合、債権者、債務者および第三者を契約当事者として譲渡担保設定契約を締結

することを要する。 

 

エ．債権者は、法人の所有する動産を目的として譲渡担保の設定を受ける場合、「動

産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」による動産譲渡

登記を経ることにより、譲渡担保の設定を第三者に対抗することができる。 

 

オ．債権者は、債務者の所有する動産に設定を受けた譲渡担保を実行する場合、裁判

所に譲渡担保の実行を申し立てる必要はなく、当該動産の売却または債権者自身の

取得という方法で譲渡担保の実行をすることができる。 

 

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） 
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第１問 １－３ （３点） 

請負契約および委任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．建設業者であるＡ社は、マンション販売業者であるＢ社との間で、マンション１

棟の建設工事を行う旨の請負契約を締結した。この場合、建設業法上、Ａ社は、原

則として、本件建設工事の全部を一括して他人に請け負わせてはならない。 

 

イ．機械部品の製造業者であるＣ社は、Ｄ社との間で、機械部品の製造を行う旨の請

負契約を締結した。この場合、民法上、Ｄ社がＣ社に請負代金を支払う時期は、Ｄ

社がＣ社から当該機械部品の引渡しを受けた時である。 

 

ウ．Ｅ社は、Ｆ社との間で、Ｆ社の事業の部類に属する取引について媒介を行う旨の

代理商契約を締結した。この場合、民法上、Ｅ社は、当該代理商契約に基づく委任

事務の処理について善良な管理者の注意義務を負わず、自己の財産に対するのと同

一の注意義務を負う。 

 

エ．Ｇは、Ｈとの間で、Ｈが自己の名義で甲銀行に保有する銀行口座の解約を受託す

る旨の委任契約を締結した。この場合、民法上、Ｇは、Ｈとの間に報酬を受ける旨

の特約がないときであっても、Ｈに対して報酬を請求することができる。 

 

オ．Ｉは、Ｊとの間で、Ｊを代理してその住民票を取得する旨の準委任契約を締結し

た。この場合、Ｊは、Ｉに何らの債務不履行が成立しないときであっても、Ｉが当

該住民票を取得する前に当該準委任契約を解除することができる。 

 

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） 

－ 4 － 

第１問 １－４ （３点） 

株主総会の招集に関する次の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。 

 

① 株主総会の招集権を有する者は、必要がある場合には、いつでも、株主総会を招

集することができる。 

 

② 監査役会設置会社の取締役会は、定時株主総会を招集しようとするときは、定時

株主総会の日時、場所、会議の目的たる事項等を決定するにあたり、そのすべてに

つき監査役会の同意を得なければならない。 

 

③ 取締役会設置会社において、株主総会の招集権者である取締役は、定時株主総会

を招集するため招集通知を発する場合、その招集通知を書面またはこれに代わる電

磁的方法により行わなければならない。 

 

④ 公開会社においては、総株主の議決権の100分の３以上の議決権を６ヶ月前から

引き続き有する株主は、原則として、取締役に対し、株主総会の目的である事項お

よび招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。 

 

⑤ 公開会社ではない株式会社において、株主総会の招集権者である取締役は、定時

株主総会を招集しようとする場合、原則として、当該定時株主総会の日の１週間前

までに、株主に対して招集通知を発しなければならない。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 
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第２問 ２－１ （３点） 

強制執行手続に関する次の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 強制執行の申立ては、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書等の裁判所が作成

した債務名義に基づく必要があり、公証人が作成した公正証書を債務名義とする強

制執行の申立てはなし得ない。 

 

② 強制執行においては、動産、不動産または債権の別を問わず、財産的価値があり

換価することによって債権の回収を見込めるものは、すべてその対象となり、法律

上、差押えが禁止される財産は規定されていない。 

 

③ 執行力のある債務名義の正本を有しない一般債権者の申立てにより、債務者が第

三者に対して有する金銭債権につき仮差押えがなされた後に、他の債権者の申立て

により当該金銭債権につき差押えがなされた。この場合、当該一般債権者は、当該

仮差押えに基づき別途配当要求をしなければ、当該金銭債権から配当を受けること

ができない。 

 

④ 債権者が、債務者が第三者に対して有する金銭債権につき強制執行を申し立て、

当該金銭債権の差押えがなされた。この場合、当該申立てを行った債権者以外の債

権者は、執行力のある債務名義の正本を有していても、当該金銭債権につき、さら

に強制執行を申し立てて、差し押さえることはできない。 

 

⑤ 債権者が、債務者が第三者に対して有する金銭債権につき強制執行を申し立て、

当該金銭債権の差押えがなされた。この場合、当該申立てを行った債権者は、債務

者に対して差押命令が送達された日から一定の期間を経過したときは、自ら当該金

銭債権を取り立てることができる。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 6 － 

第２問 ２－２ （３点） 

独占禁止法に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせ

を①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ｘ社は、ゲームソフト甲を製造し、小売店に卸売販売をしている。Ｘ社は、Ａ市

の小売店であるＹ社の要請により、Ａ市において甲を販売する小売店に対し、「甲

をＸ社の指定した小売価格以上の価格で販売しない場合、甲の供給を停止する」旨

を通知し、当該通知に従って小売店に甲を販売させた。この場合、Ｘ社が小売店の

要請に応じて行った当該通知および当該通知に従って小売店に甲を販売させた行為

は、原則として、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する。 

 

イ．Ｘ社は、発明甲について特許権を有しており、Ｙ社に対し、特許発明甲について

通常実施権を許諾することとした。当該許諾に際し、Ｘ社は、「特許発明甲につい

ての特許権の存続期間が終了した後も、Ｙ社が特許発明甲を実施するにあたっては、

Ｘ社の許諾を得、かつ、Ｘ社に実施料を支払う」ことを通常実施権許諾契約締結の

条件として、Ｙ社との間で当該通常実施権許諾契約を締結した。この場合、Ｘ社が

当該条件を付してＹ社との間で当該契約を締結した行為は、公正な競争を阻害する

おそれがあるときは、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する可能性がある。 

 

ウ．Ａ市において電子部品の製造販売業を営むＸ社およびＹ社は、電子部品に使用す

る原材料の価格が高騰したため、それぞれ意思を連絡することなく、両社の独自の

判断で、ほぼ同時期に電子部品の販売価格の値上げを行った。その結果、Ｘ社およ

びＹ社の同種の電子部品の販売価格は同一となった。この場合、Ｘ社およびＹ社に

よる当該電子部品の値上げ行為は、原則として、独占禁止法上の不当な取引制限に

該当する。 

 

エ．Ａ市における公共工事の入札において、建設業者Ｘ社、Ｙ社およびＺ社が、当該

入札についてあらかじめ協議を行い、当該入札における入札価格を取り決め、公共

の利益に反して、当該入札における競争を実質的に制限した。この場合において、

Ｘ社、Ｙ社およびＺ社のいずれも取り決めた入札価格で落札することができなかっ

たときは、Ｘ社らが入札価格を取り決めた行為は、独占禁止法上の不当な取引制限

には該当しない。 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 7 － 

オ．Ａ市において旅行業を営むＸ社およびＹ社は、Ａ市内の公立小学校から受託する

修学旅行手配の料金について最低価格を定め、当該最低価格を下回る料金とはしな

い旨を取り決めたが、Ｘ社およびＹ社が取り決めた内容に違反した際の罰則が定め

られていなかった。この場合、Ｘ社およびＹ社が当該最低価格を定めた行為は、公

共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限するときは、原則

として、独占禁止法上の不当な取引制限に該当する。 

 

① アイオ  ② アウエ  ③ アウオ  ④ イウエ  ⑤ イエオ 

 

 

第２問 ２－３ （３点） 

著作権法に関する次のア～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．Ａは、著作物に当たるＢの小説をＢに無断で映画化したとしても、Ｂの著作権を

侵害しない。 

 

イ．Ｘ社の従業員Ｃは、Ｘ社の発意に基づき、その職務上、プログラムの著作物に当

たるソフトウェアを創作した。この場合、当該ソフトウェアの著作者は、原則とし

て、Ｘ社である。 

 

ウ．ＤおよびＥは、美術品甲の著作権を共有している。この場合、Ｄが美術品甲の著

作権について、持分を譲渡するには、Ｅの同意が必要である。 

 

エ．Ｆは、著作物に当たるオリジナルの楽曲を作曲した。この場合、当該楽曲の著作

権は、その保護期間が満了する前に、文化庁への更新手続をとることにより、保護

期間を延長させることができる。 

 

オ．Ｇは、著作物に当たる写真乙を創作した。Ｈは、Ｇから写真乙の著作権を譲り受

けた場合、何らの手続を経なくても当該著作権の譲渡を第三者に対抗することがで

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） 

－ 8 － 

第２問 ２－４ （３点） 

国際法務に関する次のア～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．国際的な民事上の法的紛争を解決する手続として仲裁があるが、日本の仲裁法上、

仲裁人によってなされた仲裁判断には、確定判決と同一の効力は認められない。 

 

イ．日本の特許法上、特許権者には、特許権を侵害する製品の輸入の差止請求権が認

められているが、税関における輸入差止めについては、関税法上、税関当局の職権

による輸入差止めのみが認められ、特許権者が輸入差止めの申立てをすることは認

められていない。 

 

ウ．国際的な貿易の取引条件について国際商業会議所が制定したインコタームズ

（International Commercial Terms）には、条約と同一のものとして、国際商業会

議所に加盟した国の企業間においては、法的な強制力が認められている。 

 

エ．英米法における完全合意条項（Entire Agreement Clause）は、一般に、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

者間に成立した合意を、当該契約書の内容を変更するものとして裁判所に提出する

ことはできないとする条項であり、英米法における証拠法上のルールである口頭証

拠排除原則と関連するものである。 

 

オ．世界貿易機関（ＷＴＯ）には、貿易に関する紛争の当事国が紛争事案を持ち込む

ことができ、紛争当事国間の協議による解決のほか、小委員会検討を経た報告・採

択等の手続により紛争を解決する役割が認められている。 

 

① アイ  ② アウ  ③ イオ  ④ ウエ  ⑤ エオ 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 
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第３問 ３－１ （３点） 

Ａ社は、Ｂ社に対し、金銭消費貸借契約に基づく2000万円の貸金債権を有している

が、Ｂ社が借入金の返済期日に返済をしないため、Ｂ社を被告として貸金返還請求

訴訟を地方裁判所に提起することとした。この場合に関する次のア～オの記述のう

ち、民事訴訟法の規定に照らし、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社とＢ社との間の金銭消費貸借契約には、合意による管轄裁判所の定めがなさ

れていなかった。この場合において、借入金の返済場所がＡ社の本店と定められて

いたとしても、Ａ社は、Ｂ社の本店所在地を管轄する地方裁判所に本件訴訟を提起

しなければならず、Ａ社の本店所在地を管轄する地方裁判所に本件訴訟を提起する

ことはできない。 

 

イ．Ａ社が提起した本件訴訟の口頭弁論期日において、Ｂ社は、Ａ社の主張する、Ａ

社がＢ社に2000万円を交付したという事実について、知らない旨の不知の答弁を行

った。この場合、Ｂ社は、原則として、その事実を自白したものとみなされる。 

 

ウ．Ａ社は、Ａ社が提起した本件訴訟の第一回口頭弁論期日に出頭しなかった。この

場合、Ａ社は、本件訴訟を取り下げたものとみなされる。 

 

エ．Ａ社が提起した本件訴訟の口頭弁論が終結した後であっても、裁判所は、Ａ社お

よびＢ社に対し、和解を試みることができる。 

 

オ．Ａ社が提起した本件訴訟において、Ａ社の請求を棄却する旨の判決が言い渡され

た。この場合、Ａ社は、当該判決に不服があれば、原則として、高等裁判所に控訴

をすることができる。 

 

① アウ  ② アエ  ③ イウ  ④ イオ  ⑤ エオ 
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第３問 ３－２ （３点） 

抵当権に関する次の①～⑤の記述のうち、民法の規定に照らし、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、自社の債権者であるＢ社のために自社の所有するＸ建物に抵当権を設定

し、その旨の登記を経た後、第三者であるＣ社との間で、Ｃ社にＸ建物を賃貸する

旨の賃貸借契約を締結し、Ｃ社にＸ建物を引き渡した。この場合、Ｂ社は、本件抵

当権に基づく物上代位権を行使して、Ｘ建物の賃料がＣ社からＡ社に支払われた後

であっても、当該賃料を差し押さえ、優先的に当該賃料から自社の債権の弁済を受

けることができる。 

 

② Ａ社は、自社の債権者であるＢ社のために自社の所有するＸ土地に抵当権を設定

し、その旨の登記を経た後、第三者であるＣ社との間で、Ｃ社にＸ土地を売却する

旨の売買契約を締結した。この場合、Ｃ社は、Ｂ社に対して、「Ｂ社が民法所定の

期間内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、Ｃ社がＢ社に対し一定の

金額を弁済しまたは供託すべき旨を記載した書面」等を送付して抵当権消滅請求を

することができる。 

 

③ Ａ社は、自社の債権者であるＢ社のために自社の所有するＸ建物に抵当権を設定

し、その旨の登記を経た後、第三者であるＣ社との間で、Ｃ社にＸ建物を賃貸する

旨の賃貸借契約を締結し、Ｃ社にＸ建物を引き渡した。この場合において、本件抵

当権が実行され、Ｄ社がＸ建物の買受人となったときは、Ｃ社は、Ｄ社に対し、直

ちにＸ建物を明け渡さなければならない。 

 

④ Ａ社は、自社の債権者であるＢ社のために自社の所有するＸ土地に抵当権を設定

し、その旨の登記を経た後、Ｘ土地上にＹ建物を建築し、Ｙ建物の所有権保存登記

を経た。その後、Ｘ土地について抵当権が実行され、Ｃ社がＸ土地の買受人となり

Ｘ土地の所有者となった。この場合、Ａ社は、Ｘ土地につきＹ建物のために法定地

上権を取得する。 

 

⑤ Ａ社は、自社の債権者であるＢ社のために自社の所有するＸ土地に順位１番の根

抵当権を設定し、その旨の登記を経た後、自社の債権者であるＣ社のためにＸ土地

に順位２番の抵当権を設定し、その旨の登記を経た。この場合において、Ｂ社は、

当該根抵当権の極度額を変更するために、Ｃ社の承諾を得る必要はない。 
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第３問 ３－３ （３点） 

Ａ社は、健康食品の製造販売業を営んでいる。近時、Ａ社の製品であるサプリメン

ト甲と同様の特徴を有する他社のサプリメント乙が市場に流通しており、乙はＡ社

の技術情報（秘密情報）を用いなければ製造し得ないものであることが判明した。

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。なお、Ａ社の秘密情報は、不正競争防止法上の営業秘密に該当す

るものとする。 

 

① Ａ社が調査を行ったところ、Ａ社のサプリメントの製造を請け負っているＢ社の

代表者Ｃが、Ａ社に損害を加える目的で、Ａ社から開示された秘密情報をインター

ネットに流出させていたことが明らかとなった。この場合、Ｃが当該秘密情報を流

出させた行為は、不正競争防止法上の不正競争に当たる。 

 

② Ａ社が調査を行ったところ、第三者Ｄが、Ａ社のコンピュータシステムに不正に

アクセスし、Ａ社の秘密情報を取得していたことが明らかとなった。Ｄは、健康食

品の製造販売業者の従業員等ではなく、また、当該秘密情報を使用したり、第三者

に開示した事実はなく、当該秘密情報を用いたサプリメント乙の流通とは無関係で

あった。この場合であっても、Ｄが当該秘密情報を取得した行為は、不正競争防止

法上の不正競争に当たる。 

 

③ Ａ社が調査を行ったところ、健康食品の製造販売業者であるＥ社が、故意に不正

競争防止法上の不正競争を行って、Ａ社の秘密情報を使用したサプリメント乙を製

造販売し、これによってＡ社の営業上の信用が害されたことが明らかとなった。こ

の場合であっても、不正競争防止法上、Ａ社は、Ｅ社に対し、Ａ社の営業上の信用

を回復するのに必要な措置を請求することができない。 

 

④ Ａ社が調査を行ったところ、健康食品の製造販売業者であるＦ社が不正競争防止

法上の不正競争によりＡ社の秘密情報を取得し、当該秘密情報を使用したサプリメ

ント乙を製造販売していることが明らかとなった。この場合において、Ａ社が不正

競争により被った損害の賠償を請求するにあたっては、損害の立証を容易にするた

め、不正競争防止法上、損害額を推定する等の規定が設けられている。 
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⑤ Ａ社が調査を行ったところ、Ａ社の従業員Ｇが、不正の利益を得る目的で、自ら

は何ら管理権限のないＡ社の秘密情報を不正に盗み出しており、その後、健康食品

の製造販売業者であるＨ社の従業員Ｉに当該秘密情報を買い取るよう申し入れてい

たことが明らかとなった。この場合において、Ｉが当該秘密情報の買取りを拒否し

たときであっても、不正競争防止法上、Ｇの行為は刑事罰の対象となる。 

 

 

第３問 ３－４ （３点） 

特許法に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つだ

け選びなさい。 

 

① 発明につき特許を受ける権利を有する者は、当該発明につき特許出願をする前で

あっても、当該特許を受ける権利を第三者に譲渡することができる。 

 

② 通常実施権のうち、実施権者のみに通常実施権を許諾し、他の者には実施を許諾

しない旨の特約が付されているものを一般に独占的通常実施権といい、独占的通常

実施権については、実施権者の有する独占権を特許庁に登録することはできない。 

 

③ 売買契約による特許権の移転（特定承継）は、特許登録原簿への登録をしなけれ

ば、当該売買契約の当事者間においてもその効力を生じない。 

 

④ 複数の者により共同発明がなされ、各人が当該発明についての特許を受ける権利

を共有する場合、各共有者は他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることが

できない。 

 

⑤ 特許権者は、特許権の侵害により、その業務上の信用を害され、被害を被った場

合、侵害者に対し、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か損害

賠償のいずれか一方のみを請求することができ、その両方を請求することはできな

い。 
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第４問 ４－１ （３点） 

消費者契約法に関する次の文章中の下線部(a)～(e)の記述のうち、その内容が適切

なものの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

消費者と事業者との間には、情報の質および量ならびに交渉力について格差がある

ことから、民法の原則を修正するために消費者契約法が制定されている。このような

消費者契約法の制定趣旨から、(a)消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結さ

れる契約に適用されるが、労働契約は除かれている。 

消費者契約法においては、消費者の意思表示に瑕疵をもたらすような事業者の不適

切な勧誘行為を類型化し、これらの行為に基づく意思表示を取り消せるものとして、

消費者の保護を図っている。不適切な勧誘行為には、契約の重要な事項に関する不告

知などがあるが、(b)事業者による消費者に対する積極的な欺罔行為に基づき消費者

が意思表示をした場合、消費者は、消費者契約法によって保護されるため、民法上の

詐欺による取消しを主張することはできない。また、(c)消費者が勧誘を受けた場所

から退去する旨の意思を事業者に告げたにもかかわらず事業者が消費者を退去させな

いことは取消事由に該当し得るが、その要件として事業者による脅迫が必要である。 

(d)消費者契約法に基づき意思表示の取消しがなされた場合、当該消費者契約は遡

及的に無効となる。 

また、消費者契約法は、消費者が一方的に不利益となる契約条項を無効としており、

例えば、(e)事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項は、

消費者契約法上、無効である。 

 

① ａｂｃ  ② ａｂｅ  ③ ａｄｅ  ④ ｂｃｄ  ⑤ ｃｄｅ 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 14 － 

第４問 ４－２ （３点） 

次の①～⑤の記述は、飲食店を全国展開しているＸ社において、同社の活動に際し

て発生し得る損害賠償責任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、その内容が最も適切でないものを１つだけ選びな

さい。 

 

① 甲「当社の飲食店舗における事故で客に損害が生じた場合、不法行為に基づく損

害賠償責任が生じます。例えば、当社の従業員が高温の料理を客に提供す

る際に、当該従業員の過失により客にその料理をかけて火傷を負わせた場

合、当社と当該従業員にはどのような責任が生じますか。」 

乙「被害者である客に対して、直接の行為者である当該従業員が不法行為責任を

負いますが、その従業員を雇用している当社も、原則として、使用者責任

を負います。」 

 

② 甲「例えば、当社の店舗の看板が落下して客にけがを負わせた場合、当社にはい

かなる責任が生じますか。」 

乙「当社の土地工作物責任が問題となります。当社の店舗の看板の設置について

の瑕疵があり、その瑕疵が原因で、第三者に損害が生じたときは、店舗の

占有者である当社がその損害を賠償する責任を負います。しかし、損害の

発生を防止するのに必要な注意をしなかったという過失が当社にある点に

ついては、被害者が立証する必要があります。」 

 

③ 甲「当社は多くの営業用車両を保有しているため、交通事故のリスクがあります。

例えば、当社が所有する自動車を当社の従業員が業務上運転していて第三

者を負傷させた場合、当社はどのような責任を負いますか。」 

乙「当社は、自動車損害賠償保障法上の損害賠償責任を負います。当社および当

該従業員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったことのみを、当社が証

明できた場合であっても、当社が自動車損害賠償保障法上の損害賠償責任

を免れることはできません。」 
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④ 甲「自動車損害賠償保障法上の損害賠償責任は、例えば、当社が所有する自動車

を当社の従業員が業務上運転している際、誤ってガードレールに衝突して

これを破損させた場合にも発生するのですか。」 

乙「自動車の運行により他人の財物について損害を生じさせたが、他人の生命ま

たは身体は害していない場合、自動車損害賠償保障法上の損害賠償責任は

発生しませんが、民法上の不法行為責任は発生する可能性があります。 

 

⑤ 甲「当社が当社の従業員に対して損害賠償責任を負うことも考えられます。例え

ば、労災事故が生じた場合、当社はいかなる責任を負いますか。」 

乙「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合には、労働基準法上、使

用者は、当該労働者に対し所定の災害補償を行う責任を負います。この責

任は無過失責任とされており、この責任を担保するために設けられている

のが労働者災害補償保険（労災保険）です。労災保険法に基づき、災害補

償に相当する給付が行われる場合には、使用者は、災害補償の責任を免れ

ます。」 
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第４問 ４－３ （３点） 

会社法上の指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社に関する次の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 指名委員会等設置会社においては、業務を執行する機関は執行役であり、取締役

を設置してはならない。 

 

② 指名委員会等設置会社では、指名委員会を設置しなければならないが、監査委員

会および報酬委員会を設置する必要はない。 

 

③ 監査等委員会設置会社においては、業務を執行する機関は執行役であり、取締役

を設置してはならない。 

 

④ 監査等委員会設置会社においては、執行機関の職務執行を監査する機関は監査等

委員会であり、監査役を設置してはならない。 

 

⑤ 指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社は、会計監査人を設置しては

ならない。 
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第４問 ４－４ （３点） 

Ａ社は、Ｂ社との間で金銭消費貸借契約を締結し、Ｂ社から300万円を借り入れた。

Ｂ社は、Ａ社がＢ社に対して負う借入金債務を主たる債務としてＣとの間で連帯保

証契約を締結することとした。この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、その内

容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。 

 

① Ｂ社とＣとの間の連帯保証契約は、Ｂ社とＣとの口頭の合意により有効に成立し、

書面または電磁的記録によってなされる必要はない。 

 

② Ｃは、Ａ社の委託を受けずに、本件借入金債務を主たる債務として連帯保証人と

なった。この場合、Ｃは、その連帯保証債務を履行したとしても、Ａ社に対する求

償権を取得することはない。 

 

③ Ｃは、Ａ社の委託を受け、本件借入金債務を主たる債務として連帯保証人となっ

た。Ｃは、その連帯保証債務の全部を民法の規定に従い履行した場合、Ａ社に対し

て、弁済した額のほか、弁済した日以後の法定利息および避けることができなかっ

た費用その他の損害賠償につき求償権を有する。 

 

④ Ｃは、Ａ社の委託を受け、本件借入金債務を主たる債務として連帯保証人となっ

た。Ｃは、Ａ社の資力の不安等から、事後の求償権の行使ではその満足を受けられ

ないおそれがあっても、連帯保証債務の履行に先立ち、あらかじめＡ社に対し求償

権を行使することはできない。 

 

⑤ ＣのほかにＤも、本件借入金債務を主たる債務として連帯保証人となった。この

場合において、Ｃは、当該連帯保証債務の全部を民法の規定に従い履行したときは、

Ａ社に対し求償権を行使することはできるが、Ｄに対し求償権を行使することはで

きない。 
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第５問 ５－１ （３点） 

破産手続に関する次の文章中の下線部①～⑤の記述のうち、その内容が最も適切な

ものを１つだけ選びなさい。 

 

破産手続の申立権者は、債権者または債務者である。①債権者が破産手続開始の申

立てをするには、債権の存在と破産原因があることを単に裁判所に疎明するだけでは

足りず、これを証明する必要がある。②債務者が、その財産をもって債務を完済する

ことができない債務超過にある場合、当該債務者が法人であるか自然人であるかにか

かわらず、裁判所は当該債務者につき破産手続を開始することができる。 

債務者が破産手続開始の申立てをした後、その開始決定がなされるまでの間は、債

権者は当該債務者に対して有する権利を個別に行使することができる。ただし、③裁

判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、

利害関係人の申立てまたは職権で、当該申立てにつき決定があるまでの間、債務者の

財産に対して行われている強制執行などの個別の手続の中止を命じることができる。 

裁判所は、同時廃止の場合を除き、破産手続開始決定をすると同時に、破産管財人

を選任する。これにより、破産者の財産の管理処分権は、原則として、破産管財人に

移行する。 

また、④破産者の債権者が、破産者に対して債務を負っている場合、当該債権者

は、民法上の相殺の要件を充たしている限り、破産手続開始後に債権者が破産財団

に対して負担した債務であっても、破産手続によらず、破産債権と相殺することがで

きる。 

破産手続においては、一般に、破産者の債務がすべて弁済されることはなく、債務

が残存する。この点、⑤破産法上、自然人である破産者は、破産手続開始の決定を受

け破産法の規定に基づく配当がなされた時点で、その後特段の手続を経なくても、配

当手続を終えた後になお残存する破産債権について当然に支払いの責任を免れる。 
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第５問 ５－２ （３点） 

個人情報保護法に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合

わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．個人情報取扱事業者であるＡ社は、顧客Ｂに対し、自社商品に関するアンケート

を行うに際し、個人情報の利用目的を「当社における商品開発およびマーケティン

グ方法の検討のための統計および分析」と明示し、アンケート用紙に氏名および住

所を記入させ、回収した。この場合、Ａ社が自社商品の購入を勧めるダイレクトメ

ールをＢに送付することは、原則として認められない。 

 

イ．個人情報取扱事業者であるＣ社が、情報処理会社であるＤ社に対し、利用目的の

範囲内で個人データのデータベース化を依頼するため、個人データをＤ社に提供す

る場合、当該提供について必ず本人の同意が必要である。 

 

ウ．個人情報取扱事業者であるＥ社は、その保有個人データについて、本人であるＦ

から、その内容が事実でないことを理由として訂正を請求された場合、本人が請求

している以上、何らの調査をせずにＦの請求に応じ、当該保有個人データの内容を

訂正しなければならない。 

 

エ．個人情報取扱事業者であるＧ社は、Ｈの病歴を含む個人情報を取得しようとして

いる。この場合、Ｇ社は、原則として、Ｈから当該個人情報の取得について同意を

得る必要はない。 

 

オ．個人情報取扱事業者であるＩ社は、不正の手段により個人情報を取得している。

この場合、個人情報保護委員会は、個人の権利利益を保護するため必要があると認

めるときは、Ｉ社に対し、不正の手段による個人情報の取得を中止するように勧告

することができる。 

 

① アウ  ② アオ  ③ イエ  ④ イオ  ⑤ ウエ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 20 － 

第５問 ５－３ （３点） 

株式会社の設立に関する次のア～オの記述のうち、会社法の規定に照らし、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．株式会社の設立に際して作成される定款に、定款の記載事項として会社法に定め

られていない事項である定時株主総会の招集時期や取締役の定員を記載した場合、

当該定款は、全体として無効となる。 

 

イ．株式会社の設立に際し、株式の払込みを仮装する目的で、発起人と払込銀行が通

謀して預合いを行った場合、預合いの当事者に刑事罰は科されないが、当該払込み

は無効とされる。 

 

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

ならない。 

 

エ．会社は、発起人が作成した定款について、公証人の認証を受けた時に成立する。 

 

オ．株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関し

てした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担

する。 

 

① アイ  ② アエ  ③ イオ  ④ ウエ  ⑤ ウオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 21 － 

第５問 ５－４ （３点） 

2017年（平成29年）５月26日に成立し同年６月２日に公布された「民法の一部を改

正する法律」により改正された後の民法（改正民法）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 改正民法では、請負人が仕事を完成することができなくなった場合について、請

負人がすでにした仕事の結果によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、報

酬の全額を請求することができることとされた。 

 

② 改正民法では、売買契約における売主の担保責任が、「売買の目的物が種類、品

質または数量に関して契約の内容に適合しないこと」に関する責任（契約不適合責

任）に整理され、請負契約を含む有償契約一般に準用されることとなり、請負人の

担保責任に関する規定は、一部を除き削除された。 

 

③ 現行民法では、寄託契約は、受寄者が寄託物を受け取ることによって効力を生じ

る要物契約とされているが、改正民法では、当事者間の意思表示の合致により効力

を生じる諾成契約に変更された。 

 

④ 現行民法における時効中断の制度は、改正民法では、一定期間時効は完成しない

という「時効の完成猶予」および一定の完成猶予の事由についてはその事由が終了

した時から新たに時効期間が進行を始める「時効の更新」という制度に改正された。 

 

⑤ 改正民法では、保証について、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした

場合等、一定の場合に、債権者が、保証人に対し、主たる債務に関する情報を提供

しなければならないこととされた。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 22 － 

第６問 ６－１ （２点） 

下請代金支払遅延等防止法（下請法）に関する次のア～オの記述のうち、下請法の

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、本問における親事業者および下請事業者は、それぞれ下請法上の

「親事業者」および「下請事業者」をいうものとする。 

 

ア．物品の製造委託を行う事業者は、法人であるか個人であるか、また、その資本金

の多寡にかかわらず、親事業者に該当する。 

 

イ．下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日からできる限

り短い期間内において定められなければならないが、具体的な日数の制限までは定

められていない。 

 

ウ．下請事業者に対して物品の製造委託をした親事業者は、原則として、直ちに、下

請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日および支払方法等の所定の事項を

記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。 

 

エ．下請事業者に対して物品の製造委託をした親事業者は、下請事業者の給付の内容

に下請事業者の責めに帰すべき理由に基づく欠陥があったときは、下請事業者の給

付を受領した後に、下請事業者に当該給付に係る物を引き取らせても、下請法には

違反しない。 

 

オ．下請事業者に対して物品の製造委託をした親事業者は、下請事業者の給付の内容

を均質にしまたはその改善を図るため必要がある場合であっても、下請事業者に自

己の指定する物を強制して購入させることはできない。 

 

① アイ  ② アオ  ③ イウ  ④ ウエ  ⑤ エオ 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 23 － 

第６問 ６－２ （２点） 

Ｘ社は、労働者災害補償保険法（労災保険法）の適用事業場であり、Ａ、Ｂ、Ｃ、

ＤおよびＥはＸ社の労働者である。この場合に関する次の①～⑤の記述のうち、そ

の内容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。 

 

① Ａは、転勤に伴う単身赴任のため、やむを得ず配偶者と別居してＸ社の社宅に起

居しており、毎週週末には配偶者の住む自宅に帰省している。Ａは、業務終了後、

いったん社宅に戻った後、帰省のため社宅から自宅への合理的な経路を移動中に交

通事故に遭い負傷した。この場合のＡの負傷は、住居と就業の場所との間において

発生したものではないため、通勤災害に当たらず、労災保険法に基づく保険給付の

対象とはならない。 

 

② Ｂは、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スーパ

ーマーケットに立ち寄り、日用品を購入している際に、地震で倒れた商品陳列棚の

下敷きになり、負傷した。この場合のＢの負傷は、通勤災害に当たらず、労災保険

法に基づく保険給付の対象とはならない。 

 

③ Ｃは、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Ｘ社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

より負傷した。この場合のＣの負傷は、所定労働時間内に発生したものではないた

め、労災保険法に基づく保険給付の対象とはならない。 

 

④ Ｄは、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た。この

場合のＤの負傷は、Ｘ社の施設内において発生したものではないため、労災保険法

に基づく保険給付の対象とはならない。 

 

⑤ Ｘ社の正社員と比べて労働時間が短いパートタイム労働者であるＥは、所定労働

時間内にＸ社の事業場内において業務に従事している際に、作業場の設備の不具合

により負傷した。この場合のＥの負傷は、労災保険法に基づく保険給付の対象とは

ならない。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 24 － 

第６問 ６－３ （２点） 

Ｘ社およびＹ社は共同で出資して事業（合弁事業）を行うことになった。この場合

に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑤の

中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ｘ社およびＹ社が、株式会社を設立して合弁事業を行う場合、会社法上、原則と

して、それぞれが出資した価額に応じて、合弁事業により生じた利益の分配を受け

る。 

 

イ．Ｘ社およびＹ社は、株式会社を設立して合弁事業を行う場合、会社法上、当該株

式会社に対して株式の引受額を限度とした出資義務を負うのみであり、当該株式会

社の債権者に対し、合弁事業により生じた債務を弁済する直接の責任を負わない。 

 

ウ．Ｘ社およびＹ社は、株式会社を設立して合弁事業を行う場合、会社法上、当該株

式会社が存続する間は、その有する当該株式会社の株式を第三者にすべて譲渡して

合弁事業から撤退することはできない。 

 

エ．Ｘ社およびＹ社は、民法上の組合により合弁事業を行う場合、民法上、組合への

出資は金銭に限定されており、不動産、特許権、労務などを出資の目的とすること

はできない。 

 

オ．Ｘ社およびＹ社は、民法上の組合により合弁事業を行う場合、民法上、それぞれ

が出資した価額にかかわらず、両者の合意によって、合弁事業により生じた利益の

分配の割合を決めることができる。 

 

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） 

－ 25 － 

第６問 ６－４ （２点） 

売買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．家庭用品の卸売業者であるＡ社は、小売業者であるＢ社との間の売買契約に基づ

き家庭用品をＢ社に引き渡したにもかかわらず、Ｂ社は、自然災害の影響により約

定の期日に売買代金を支払うことができなかった。この場合であっても、民法上、

Ｂ社は、不可抗力を理由としてＡ社に対する損害賠償責任を免れることはできない。 

 

イ．Ａ社は、Ｂ社との間で、その所有する中古自動車をＢ社に売却する旨の売買契約

を締結した。民法上、当該中古自動車の所有権がＡ社からＢ社に移転するのはＡ社

とＢ社との間で意思表示が合致した時とされており、Ａ社とＢ社との間の特約によ

って、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。 

 

ウ．Ａ社は、Ｂ社との間で、Ｂ社の所有する中古自動車を購入する旨の売買契約を締

結するに際し、契約を解除する権利を留保する趣旨で、解約手付として20万円をＢ

社に交付した。その後、Ｂ社が当該売買契約の履行に着手した場合、民法上、Ａ社

は、手付を放棄することによって当該売買契約を解除することはできない。 

 

エ．Ａ社は、Ｂとの間で、家具をＢに売却する旨の売買契約を締結した。当該売買契

約では、引渡期日にＡ社がＢの自宅へ当該家具を配送する旨が定められていた。当

該売買契約において、当該家具の配送費用の負担について定められていなかった場

合、民法上、当該家具の配送費用は、Ａ社が負担しなければならない。 

 

オ．Ａ社は、Ｂ社との間で、Ａ社が所有しＡ社の営業所に存在する中古自動車を、Ｂ

社に売却する旨の売買契約を締結した。当該売買契約において、当該中古自動車の

引渡場所が定められていなかった場合、商法上、当該中古自動車の引渡場所は、Ｂ

社の現在の営業所となる。 

 

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） 

－ 26 － 

第７問 ７－１ （２点） 

Ａ株式会社の取締役Ｂは、Ａ社の株主Ｃから、「次の株主総会においてＢの解任を

提案するつもりであり、やめて欲しければ、Ｃが経営するＤ社から観葉植物を賃借

する旨の契約を締結して欲しい」と要求された。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．Ｂは、Ｄ社に対し、Ａ社が観葉植物を賃借する旨の申込みを行い、Ａ社の計算で

賃借料を支払った。この場合、Ａ社が観葉植物の賃借によりＤ社に支払う賃借料が

適正な価格であっても、Ｂには会社法上の利益供与罪が成立し得る。 

 

イ．Ｂは、Ｃの要求に応じ、Ａ社の子会社であるＥ社がその計算でＤ社から観葉植物

を賃借する旨の契約を締結させた。この場合、Ｂに会社法上の利益供与罪が成立す

ることはない。 

 

ウ．Ａ社の経理部長Ｆは、Ｂの指示に従い、Ｄ社に対し、Ａ社が観葉植物を賃借する

旨の申込みを行い、Ａ社の計算で賃借料を支払った。この場合、ＦはＡ社の使用人

であり、Ａ社の取締役であるＢの指示に従ったにすぎないため、Ｆに会社法上の利

益供与罪が成立することはない。 

 

エ．Ｃは、自らに対する利益の供与ではなく、第三者であるＤ社に対する利益の供与

を要求しているが、Ｃには会社法上の利益供与要求罪が成立し得る。 

 

オ．派遣元事業主であるＧ社からＡ社に派遣された派遣労働者Ｈは、ＢがＣからの要

求に応じようとしていることをＡ社のヘルプライン（内部通報窓口）に通報した。

この場合において、Ｈによる通報が公益通報者保護法上の公益通報に該当するとき

は、Ａ社がＧ社との労働者派遣契約を当該通報を理由に解除しても、当該解除は、

無効であり、その効力を生じない。 

 

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） 

－ 27 － 

第７問 ７－２ （２点） 

日本法人であるＸ社とＡ国法人であるＹ社との間の国際売買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社およびＹ社は、本件契約における債務の履行地を、日本およびＡ国以外の国

であるＢ国とすることとした。この場合、「法の適用に関する通則法」（法適用通則

法）によれば、Ｘ社およびＹ社は、その合意により、契約当事者の属する国でない

Ｂ国の法律を準拠法とすることはできない。 

 

イ．Ｘ社およびＹ社は、本件契約に関して生じた民事上の法的紛争についての準拠法

を定めなかった。この場合について、法適用通則法では、債務者の本国の法を準拠

法とする旨が定められている。 

 

ウ．Ｘ社は、Ｙ社に対し、本件契約に基づく売買代金債権を有しているが、Ｙ社が支

払不能に陥った。Ｙ社が日本国内に財産を有している場合、民事再生法上、Ｘ社は、

日本の裁判所に対し、Ｙ社につき再生手続開始の申立てをすることができる。 

 

エ．Ｙ社は、本件契約に関して生じた民事上の法的紛争に関し、Ａ国の裁判所に民事

訴訟を提起し勝訴判決を得た。本件訴訟につき、Ｘ社が訴訟の開始に必要な呼出し

または命令の送達を受けておらず、かつＸ社が応訴もしていない場合、Ｙ社は、当

該判決につき日本で執行判決を得ることはできない。 

 

オ．Ｘ社とＹ社との間で本件契約に関して生じた民事上の法的紛争について、日本の

裁判所とＡ国の裁判所にそれぞれ民事訴訟が提起された。この場合、日本の民事訴

訟法上、先に民事訴訟が提起された裁判所に優先権が認められ、後から民事訴訟が

提起された裁判所では訴えが却下されるため、民事訴訟が競合することはない。 

 

① アイ  ② アオ  ③ イウ  ④ ウエ  ⑤ エオ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 28 － 

第７問 ７－３ （２点） 

Ｘ社は、民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てを行った。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なものを１つだけ選びなさい。 

 

① Ｘ社について再生手続開始の決定がなされた場合、Ｘ社は業務遂行権限を喪失し、

管財人が選任される。 

 

② Ｘ社が再生手続開始の申立てを行った後であっても、再生手続開始の決定がなさ

れるまでの間は、裁判所は、Ｘ社の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命

じることはできない。 

 

③ Ｘ社の再生手続開始の申立てを裁判所が棄却した場合、裁判所の職権によりＸ社

について破産手続開始の決定がなされることがある。 

 

④ Ｘ社について再生手続開始の決定がなされ、Ｘ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案を提出した。この場合、民事再生法上、

Ｘ社は、当該再生計画案について、債権者集会を開催して決議に付さなければなら

ず、債権者集会を開催せずに書面による決議を行うことはできない。 

 

⑤ 民事再生法に基づきＸ社の再生計画認可決定が確定した後、Ｘ社が再生計画に基

づく弁済をしない場合、再生債権者は、民事訴訟等を経て債務名義を取得しなけれ

ば、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利に基づいてＸ社の財

産に対する強制執行をすることはできない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 29 － 

第７問 ７－４ （２点） 

Ｘ株式会社における剰余金の配当に関する次のア～オの記述のうち、会社法の規定

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、本問における違法配当とは、株式会社が行う剰余金の配当のうち、当該

剰余金の配当により株主に対して交付する金銭等（当該株式会社の株式を除く）の

帳簿価額の総額が、当該剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を

超えているものをいうものとする。 

 

ア．Ｘ社は、その株主総会の決議により、１事業年度に１回に限り、剰余金の配当を

行うことができる。 

 

イ．Ｘ社は、その純資産額が300万円未満である場合には、分配可能額の範囲内にお

いても剰余金の配当をすることができない。 

 

ウ．Ｘ社において違法配当が行われた。この場合、当該違法配当に関する職務を行っ

た業務執行取締役Ａは、当該違法配当によりＸ社の株主に交付された金銭に相当す

る額の金銭をＸ社に支払う義務を負うが、Ｘ社の取締役会決議により、Ｘ社に対す

る金銭支払義務を免れることができる。 

 

エ．Ｘ社において違法配当が行われた場合、当該違法配当に関する議案をＸ社の株主

総会に提案した議案提案取締役Ｂは、その職務を行うについて注意を怠らなかった

ことを証明したときは、当該違法配当によりＸ社の株主に交付された金銭に相当す

る額の金銭をＸ社に支払う義務を負わない。 

 

オ．Ｘ社において違法配当が行われ、Ｘ社の取締役Ｃが当該違法配当によりＸ社の株

主に交付された金銭に相当する額の金銭をＸ社に支払った。この場合であっても、

Ｘ社の株主は、違法配当につき善意であれば、Ｃからの求償の請求に応じる義務を

負わない。 

 

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） 

－ 30 － 

第８問 ８－１ （２点） 

Ａ社は、Ｂ社に対して、請負代金債権を有しているが、Ｂ社はその弁済をしようと

しない。そこで、Ａ社は、当該請負代金債権について支払督促の申立てをすること

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社が本件請負代金債権について行う支払督促の申立ては、債務者であるＢ社の

所在地ではなく、債権者であるＡ社の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官

に対して行う必要がある。 

 

② Ａ社からの支払督促の申立てを受理した裁判所書記官は、Ｂ社に対し審尋をする

ことなく、支払督促を発することができる。 

 

③ Ｂ社は、Ａ社からの申立てに基づく支払督促の送達を受けた。この場合において、

Ｂ社は、当該支払督促に対する督促異議の申立てにつき、その理由を付す必要はな

い。 

 

④ Ａ社からの申立てに基づく支払督促に仮執行宣言が付され、これに対しＢ社から

一定の期間内に督促異議の申立てがなかったときは、Ａ社は、本件請負代金債権を

回収するため、当該仮執行宣言付支払督促を債務名義として強制執行をすることが

できる。 

 

⑤ Ａ社からの申立てに基づく支払督促に対し、Ｂ社が督促異議の申立てをした場合、

当該申立て時に所定の裁判所に民事訴訟を提起したものとみなされる。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 31 － 

第８問 ８－２ （２点） 

商標法に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①

～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．Ｘ社は、自社が製造するスナック菓子の名称について商標権の設定登録を受けて

いる。この場合、商標権の存続期間を更新する制度は設けられていないため、Ｘ社

は、当該登録商標の存続期間に限り、当該登録商標を独占的に使用することができ

る。 

 

イ．Ｘ社は、自社商品を消費者に認識させるため独自に創作したメロディをテレビや

ラジオのコマーシャルで使用している。この場合、当該メロディは、音の組み合わ

せとして商標登録の対象となり得る。 

 

ウ．Ｘ社は、新規開発したスマートフォンの名称について商標登録出願をした。この

場合、商標登録手続では当該名称が商標法所定の要件を充たしているかなどの実体

審査はなされず、登録出願書類等が様式に従って作成されているかを審査する方式

審査のみで商標権の設定登録がなされる。 

 

エ．Ｘ社は、自社が開発中のゲーム機の名称Ａについて商標権の設定登録を受けてい

るが、当該ゲーム機の開発を中止したことから、名称Ａは使用されていない。この

場合において、名称Ａが一定期間継続して使用されていないときは、名称Ａについ

ての商標登録は、所定の手続により、名称Ａが不使用商標であることを理由として

取り消されることがある。 

 

オ．Ｘ県のＹ農業協同組合は、Ｘ県の特産物を原材料とする菓子について、「Ｘまん

じゅう」を商標として登録することを検討している。この場合において、当該商標

が使用された結果、Ｙ農業協同組合の業務にかかる商品を表示するものとして需要

者の間に広く認識されているときは、Ｙ農業協同組合は、「Ｘまんじゅう」につい

て、地域団体商標の商標登録を受けることができる。 

 

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） 

－ 32 － 

第８問 ８－３ （２点） 

取締役会設置会社であるＸ株式会社における取締役の役割および責任に関する次の

ア～オの記述のうち、会社法の規定に照らし、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、Ｘ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。 

 

ア．Ｘ社の取締役は、社外取締役を含め、その全員がＸ社の業務を執行しなければな

らない。 

 

イ．Ｘ社の取締役Ａの任務懈怠によりＸ社に損害が生じ、ＡがＸ社に対して損害賠償

責任を負う場合、Ｘ社は、Ｘ社の総株主の同意があれば、当該損害賠償責任を免除

することができる。 

 

ウ．Ｘ社の取締役Ｂがその職務を行うについて重大な過失があったことによりＸ社の

債権者Ｃに損害が生じた。この場合、Ｂは、Ｃに生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

エ．Ｘ社の代表取締役Ｄは、Ｙ社との取引においてその任務を懈怠し、これによりＸ

社に損害が生じた。この場合、Ｘ社の取締役Ｅは、Ｄの監視につき任務を懈怠して

いなかったとしても、会社法上、Ｘ社に対する損害賠償責任を負う。 

 

オ．Ｘ社の代表取締役Ｄは、Ｙ社との取引においてその任務を懈怠し、これによりＸ

社に損害が生じた。Ｘ社が、取締役会の決定により、取締役の職務の執行が法令お

よび定款に適合することを確保するための体制等（いわゆる内部統制システム）の

整備についての定めを置いている場合であっても、会社法上、Ｄは、原則として、

Ｘ社に対し、損害を賠償する責任を負う。 

 

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） 

－ 33 － 

第８問 ８－４ （２点） 

Ｘ社が消費者Ｙとの間で締結した自社商品の売買契約に関する次の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 Ｙは、路上でＸ社の販売員に新商品の展示会を行っていると声を掛けられ、促さ

れるままＸ社の営業所に同行したところ、当該営業所内で、当該販売員から当該商

品を購入するよう勧誘され、Ｘ社との間で当該商品を購入する旨の売買契約を締結

した。この場合、Ｙの自宅にＸ社の販売員が訪問しているのではないため、当該売

買契約に基づく当該商品の販売は、特定商取引法上の訪問販売に該当しない。 

 

② Ｙは、自ら要求していないにもかかわらず、自宅にＸ社の販売員の訪問を受け、

特定商取引法上の訪問販売に該当する方法により、Ｘ社との間で同社の商品を購入

する旨の売買契約を締結したが、クーリング・オフが可能であることを示す書面の

交付を受けなかった。この場合において、Ｙは、当該売買契約を締結した後一定の

期間が経過したときは、当該書面を受領していなくても、当該売買契約につきクー

リング・オフを行使することができなくなる。 

 

③ Ｘ社は、自社のウェブサイトで、特定商取引法上の通信販売に該当する方法によ

り、Ｙに自社商品を販売する旨の売買契約を締結した。この場合、Ｘ社が自社のウ

ェブサイト上に瑕疵のない商品の返品を認めない旨の表示を所定の方法により行っ

ていたとしても、Ｙは、当該商品の引渡しを受けた後一定期間内であれば、無条件

で当該売買契約を解除することができる。 

 

④ Ｙは、購入の申込みをしていないにもかかわらず、Ｘ社から送付されてきた同社

の商品を受け取った。Ｙが当該商品を受け取ってから１ヶ月後、Ｘ社の販売員がＹ

の自宅を訪問し、当該商品を受け取ってから14日以内に返品がなければ売買契約が

成立したことになる旨をＹに説明し、当該商品の代金を請求した。この場合、Ｙは、

Ｘ社に対し、当該商品の売買契約の申込みを承諾していないため、当該売買契約は

成立していない旨を主張することができる。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 34 － 

⑤ Ｘ社は、自社のウェブサイトで、未成年者であるＹに自社商品を販売する旨の売

買契約を締結した。この場合、電子商取引には民法の制限行為能力者に関する規定

は適用されないため、Ｙは、自己が未成年者であることを理由に、当該売買契約を

取り消すことはできない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 35 － 

第９問 ９－１ （２点） 

先取特権、留置権および質権に関する次のア～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．土木機械の販売業者であるＡ社は、Ｂ社との間で、その所有する土木機械をＢ社

に売却する旨の売買契約を締結し、これをＢ社に引き渡した。この場合、Ａ社は、

Ｂ社に対して有する売買代金債権について、動産売買の先取特権に基づく物上代位

権を行使して、Ｂ社が当該土木機械を第三者に転売した代金債権から優先的に弁済

を受けることができる。 

 

イ．ＯＡ機器の修理業者であるＣ社は、Ｄ社との間で、Ｄ社の所有するパソコンの修

理を行う旨の請負契約を締結し、当該パソコンの引渡しを受けた。この場合、Ｃ社

は、Ｄ社に対し、当該パソコンの修理代金債権とは別に、既に修理を終えＤ社に引

渡し済みのプリンタ―の修理代金債権を有しているときであっても、Ｄ社から当該

パソコンの修理代金の支払いを受けたときは、当該パソコンについて留置権を主張

することはできない。 

 

ウ．自動車修理業者であるＥ社は、Ｆ社から自動車の修理の依頼を受け、当該自動車

の引渡しを受けた。Ｅ社は、当該自動車の修理を完了したにもかかわらず、Ｆ社が

修理代金を支払わない場合、留置権に基づいて当該自動車の競売を申し立てること

ができる。 

 

エ．Ｇ社は、Ｈ社に対して有する賃金債権の担保として、Ｈ社所有の土地に質権の設

定を受け、その旨の登記を経た。この場合であっても、Ｇ社は、当該土地を使用ま

たは収益することはできない。 

 

オ．Ｉ社は、Ｊ社に対して有する売掛金債権の担保として、Ｊ社がＫ社に対して有す

る貸金債権に債権質の設定を受け、Ｊ社からＫ社に対し、その旨の通知がなされた。

この場合、Ｉ社は、Ｊ社から当該売掛金債権の弁済を受けられないときであっても、

Ｋ社から直接貸金を取り立てることはできない。 

 

① アウ  ② アオ  ③ イエ  ④ イオ  ⑤ ウエ 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 36 － 

第９問 ９－２ （２点） 

情報技術（ＩＴ）に関連する法律についての次のア～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．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、インターネットを通じて、利用権者のＩＤやパスワード

を利用権者に無断で当該コンピュータに入力して利用制限を解除し、当該コンピュ

ータを利用できるようにする行為は、「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。 

 

イ．不正アクセス禁止法上、都道府県公安委員会は、一定の場合、不正アクセス行為

にかかるアクセス管理者からの申出に応じ、特定電子計算機を不正アクセス行為か

ら防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な援助を行うもの

とされている。 

 

ウ．「特定電子メールの送信は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、特定電子メールを送信する際に、当該送信者の氏名または

名称その他の所定の事項を表示しさえすれば、あらかじめ特定電子メールを送信す

ることに同意をした者に限らず、誰に対しても特定電子メールを送信することがで

きる。 

 

エ．「電子署名及び認証業務に関する法律」（電子署名法）上、一定の電磁的記録であ

って情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報につい

て本人による所定の電子署名が行われているときは、原則として、真正に成立した

ものと推定される。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 37 － 

オ．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、個人の名誉

を毀損する情報が流通し、当該個人に損害が生じた。この場合、当該個人は、一定

の要件を充たすときは、当該情報の流通に使用される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に対して、「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）に基づく

発信者情報の開示を請求することができ、開示請求を受けたプロバイダは、一定の

場合を除き、開示について発信者の意見を聴かなければならない。 

 

① ア－〇  イ－〇  ウ－〇  エ－〇  オ－× 

② ア－〇  イ－〇  ウ－×  エ－〇  オ－〇 

③ ア－〇  イ－×  ウ－〇  エ－〇  オ－〇 

④ ア－×  イ－〇  ウ－〇  エ－×  オ－× 

⑤ ア－×  イ－×  ウ－×  エ－×  オ－× 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 

－ 38 － 

第９問 ９－３ （２点） 

賃貸借契約に関する次のア～オの記述のうち、民法および借地借家法の規定に照ら

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．賃借人は、目的物を賃貸人に返還するまで、善良な管理者の注意をもって目的物

の管理をしなければならない。 

 

イ．賃貸借契約の終了後、賃借人は、目的物を当該契約終了時の状態のままで賃貸人

に返還すれば足り、当該契約締結時の原状に回復する義務を負わない。 

 

ウ．建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約の存続期間が満了するにあたり、賃借

人は、賃貸人に対し当該契約の更新を請求した。この場合において、賃貸人は、当

該土地の使用を必要とする事情等を考慮して、正当の事由があると認められるとき

でなければ、当該契約の更新を拒絶する旨の異議を述べることができない。 

 

エ．賃借人が賃貸人の承諾を得て目的物を転貸した場合、賃貸人は、転借人に対して、

直接賃料の支払いを請求することはできない。 

 

オ．一時使用目的の建物の賃貸借契約であっても、借地借家法上の建物賃貸借契約の

更新等に関する規定が適用される。 

 

① アウ  ② アオ  ③ イエ  ④ イオ  ⑤ ウエ 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 
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第９問 ９－４ （２点） 

民事訴訟における主張責任および証明責任に関する次の①～⑤の記述のうち、その

内容が最も適切でないものを１つだけ選びなさい。 

 

① Ｘは、Ｙの運転する自転車と接触して転倒し、全治６ヶ月のけがを負ったとして、

Ｙを被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。この場合において、

当該自転車と接触した旨のＸの主張に対し、Ｙが接触の事実を認めた場合、Ｘは、

接触の事実について証拠を提出しなかったとしても、判決では接触の事実が存在す

るものと認定される。 

 

② Ｘは、スマートフォンを見ながら歩いていたＹと接触して転倒し、全治２ヶ月の

けがを負ったとして、Ｙを被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し

た。この場合、ＸのＹに対する損害賠償請求が認められるためには、Ｘは、Ｙの前

方不注視などの過失に相当する具体的な事実を主張し証明する必要はなく、Ｙと接

触した事実を主張し証明すれば足りる。 

 

③ Ｘ社は、Ｙの運転する自動車がＹの過失により自社の倉庫の外壁に衝突し外壁が

破損したため、Ｙを被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。当

該訴訟において、Ｘ社が損害額を500万円であると主張したのに対し、Ｙが500万円

の損害賠償額は相当ではない旨を主張した。この場合、損害額が500万円であるこ

とを証明する責任を負うのはＸ社である。 

 

④ Ｘ社は、Ｙに現金を盗まれたと主張して、Ｙを被告として不法行為に基づく損害

賠償請求訴訟を提起した。当該訴訟において、Ｘ社の証拠申出に基づき、Ｙの犯行

を目撃したＸ社の従業員Ｚの証人尋問が行われた。当該証人尋問におけるＺの証言

の内容から、裁判所は、Ｙは現金を盗んでいないとの心証を得た。この場合、裁判

所は、Ｚの証言の内容を、Ｙに有利な事実を認定するための基礎として用いること

ができる。 

 

⑤ Ｘは、ＹがＸから盗んだ自動車を破損させたと主張して、Ｙを被告として不法行

為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。これに対し、Ｙは、すでに損害の賠償を

した旨を主張した。この場合、損害の賠償をした事実を証明する責任を負うのはＹ

である。 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 
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第10問 10－１ （２点） 

株式会社間における事業譲渡に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切な

ものの組み合わせを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

 

ア．会社法上、事業譲渡にかかる契約の内容は、取締役会決議により決定しなければ

ならない事項に含まれないため、取締役会設置会社においても、事業譲渡にかかる

契約の内容の決定を特定の１人の取締役に委任することができる。 

 

イ．会社法上、事業譲渡によって、譲渡の対象となる事業において譲渡会社が債権者

に対し負っていた債務は当然に譲受会社に移転し、譲受会社は、当該債務を弁済す

る責任を負う。 

 

ウ．譲渡の対象となる事業に従事している従業員と譲渡会社との間の雇用関係は、民

法上、事業譲渡によって当然に譲受会社に承継され、雇用関係を移転するために当

該従業員の承諾を得る必要はない。 

 

エ．会社法上、譲受会社が譲渡会社の発行済株式のすべてを保有する特別支配会社で

ある場合には、譲渡の対象となる事業が譲渡会社の事業の重要な一部であっても、

譲渡会社は、事業譲渡につき、株主総会の特別決議による承認を受ける必要はない。 

 

オ．会社法上、譲受会社は、事業の譲受けによってその事業目的に変更を生じる場合、

株主総会の特別決議による定款の変更が必要となることがある。 

 

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

不動産登記に関する次の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 不動産登記簿上の権利者と真の権利者とが異なっている場合、登記簿上の権利者

から権利を譲り受けた者は、不動産登記の内容を過失なく信頼して当該権利を譲り

受けたときは、当該権利を取得することができる。 

 

② 建物の買主（第一の買主）から所有権移転登記手続の依頼を受けた者が、当該第

一の買主のために当該登記を申請する義務を負うにもかかわらず、当該建物の売主

から当該建物を二重に買い受けて、自己に対する所有権移転登記を経た。この場合、

当該第一の買主は、所有権移転登記を経ていなくても、当該登記を申請する義務を

負う者に対し、当該建物の所有権の取得を対抗することができる。 

 

③ 不動産が所有者から譲受人（第一譲受人）に譲渡され、所有権移転の仮登記がな

された後、当該仮登記に基づく本登記がなされる前に、当該不動産が他の譲受人

（第二譲受人）に二重に譲渡され、所有権移転登記がなされた。この場合、当該仮

登記に基づく本登記がなされれば、第一譲受人は、第二譲受人に対し、当該不動産

の所有権の取得を対抗することができる。 

 

④ 不動産の所有者と譲受人との間における当該不動産の売買契約において、期間を

定めた買戻しの特約が締結され、その登記がなされた。その後、当該買戻しの期間

が経過する前に、当該譲受人から当該不動産を買い受けた転得者は、当該不動産の

所有権移転登記を経ても、当該買戻しが実行されれば、当該不動産の所有権を失う。 

 

⑤ 不動産の所有者が自己の債権者から強制執行を受け、当該不動産について差押え

の登記がなされた後に、当該不動産が当該所有者から譲受人に譲渡され、その旨の

所有権移転登記がなされた。この場合において、当該不動産につき強制競売が行わ

れ第三者が買い受けると、当該第三者に対する所有権移転登記がなされ、当該譲受

人に対する所有権移転登記は抹消される。 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 
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第10問 10－３ （２点） 

商法上の仲立人に関する次の①～⑤の記述のうち、商法の規定に照らし、その内容

が最も適切なものを１つだけ選びなさい。 

 

① 仲立契約は、仲立人が委託者から商行為の媒介の委託を受けることを承諾するだ

けでは成立せず、仲立人が委託者との間で契約書を作成し、委託者に交付すること

により成立する。 

 

② 仲立人は、当事者の許可を受けなければ、自己または第三者のために当事者の営

業の部類に属する取引をすることはできないが、当事者の許可を受けなくても、当

事者と同種の営業を目的とする会社の取締役になることはできる。 

 

③ 仲立人の媒介により成立した商行為において、当該商行為の当事者の一方が他方

当事者に金銭を交付すべきことが定められていた。この場合において、当該当事者

の一方が当該金銭を仲立人に交付したときは、仲立契約に特段の定めがなくても、

当該他方当事者に対して金銭が交付されたものとみなされる。 

 

④ 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、仲立人は、当事

者間に行為が成立した際に当事者に交付すべき書面（結約書）に委託者の氏名を記

載してはならない。 

 

⑤ 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うが、当事者の請

求があっても、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す

る義務を負わない。 

 

 



（ＴＡＣ・無断転載を禁ず） 
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第10問 10－４ （２点） 

Ｘ社の事業に関連する行政庁の許認可手続等に関する次のア～オの記述のうち、行

政手続法の規定に照らし、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．Ｘ社は、国の所轄官庁に対し、営業許可の申請をしたところ、当該所轄官庁から

当該申請の取下げを求める旨の行政指導を受けたが、当該行政指導に従う意思がな

いことを表明した。この場合、当該所轄官庁は、当該行政指導を継続してはならな

い。 

 

イ．Ｘ社が国の所轄官庁から受けている営業の許可について、当該所轄官庁が当該営

業許可を取り消す処分をするときは、原則として、Ｘ社に対し、同時にその処分の

理由を示さなければならない。 

 

ウ．Ｘ社は、国の所轄官庁から不利益処分を受ける場合、意見陳述の機会を与えられ

ることはない。 

 

エ．Ｘ社は、国の所轄官庁から口頭で行政指導を受けた。この場合、Ｘ社は、当該所

轄官庁に対し、当該行政指導の内容等を記載した書面を求めることはできない。 

 

オ．Ｘ社は、国の所轄官庁から行政指導を受けたが、これに従わなかった。この場合、

当該所轄官庁は、Ｘ社が当該行政指導に従わなかったことを理由に、Ｘ社に対し不

利益な取扱いをすることができる。 

 

① アイ  ② アオ  ③ イウ  ④ ウエ  ⑤ エオ 


