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短答式試験問題集［憲法］
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［憲法］

〔第１問〕（配点：２）

国家公務員法第１０２条第１項にいう「政治的行為」の意義について判断した最高裁判所の二つ

の判決（最高裁判所平成２４年１２月７日第二小法廷判決，刑集６６巻１２号１３３７頁及び同

１７２２頁）に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものには○，誤っているものに

は×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，[№１］）

ア．「政治的行為」とは，公務員の政治的な行為一般ではなく，公務員の職務の遂行の政治的中

立性を損なうおそれが，観念的なものにとどまらず，現実的に起こり得るものとして実質的に

認められるものを指す。

イ．管理職的地位にある公務員が政党機関紙の配布といった殊更に一定の政治的傾向を顕著に示

す行動に出た場合には，その指揮命令や指導監督を通じてその部下等の職務の遂行や組織の運

営にもその傾向に沿った影響を及ぼすことになりかねず，「政治的行為」に該当する。

ウ．公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが認められるか否かは，諸般の事情を総

合して判断する必要があるが，公務員の政治的な行為が勤務外で行われた場合には，そのおそ

れは存在しないと考えられる。

１．ア○ イ○ ウ○ ２．ア○ イ○ ウ× ３．ア○ イ× ウ○

４．ア○ イ× ウ× ５．ア× イ○ ウ○ ６．ア× イ○ ウ×

７．ア× イ× ウ○ ８．ア× イ× ウ×

〔第２問〕（配点：３）

法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣旨に照らして，

それぞれ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№

２］から［№４］）

ア．憲法第１４条第１項の「社会的身分」とは，人が社会において占める継続的な地位をいうか

ら，高齢であることはこれに当たらないので，町長が町職員の余剰を整理する際，高齢のみを

基準として対象者を選択しても，平等原則には反しない。[№２］

イ．併給調整条項の適用により，障害福祉年金を受けることのできる者とそうでない者との間に

児童扶養手当の受給に関して差別が生じても，両給付が基本的に同一の性格を有し，併給調整

に立法裁量があることなどに照らすと，合理的理由のない不当なものとはいえない。[№３］

ウ．租税法の定立は立法府の政策的，技術的判断に委ねるほかないから，この分野における取扱

いの区別は，立法目的が正当であり，かつ，区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理で

あることが明らかでない限り，憲法第１４条第１項に違反するとはいえない。[№４］
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〔第３問〕（配点：２）

信教の自由に関する次のアからエまでの各記述について，誤っているもの二つの組合せを，後記

１から６までの中から選びなさい。（解答欄は，[№５］）

ア．信教の自由には内心における信仰の自由が含まれるが，信仰の自由は，内心にとどまるもの

である限り，制約が一切許されない。

イ．宗教とは無関係な行政上の要請により，宗教を信じているか，いずれの宗教団体に属してい

るかなど，個人の信仰に関する申告をさせることも，内心における信仰の自由の侵害となる。

ウ．宗教的行為の自由は，憲法第２０条第１項前段ではなく，「宗教上の行為」等に「参加する

ことを強制されない」と規定する同条第２項により保障される。

エ．特定の宗教の宣伝や共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由は，信教

の自由ではなく，憲法第２１条第１項の結社の自由として保障される。

１．アとイ ２．アとウ ３．アとエ ４．イとウ ５．イとエ ６．ウとエ

〔第４問〕（配点：３）

報道の自由に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣旨に照らして，

それぞれ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№

６］から［№８］）

ア．法廷内における被告人の容ぼう等につき，手錠，腰縄により身体の拘束を受けている状態が

描かれたイラスト画を被告人の承諾なく公表する行為は，被告人を侮辱し，名誉感情を侵害す

るものというべきで，その人格的利益を侵害する。[№６］

イ．報道機関の取材源は，一般に，それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材

活動が妨げられることになるため，民事訴訟法上，取材源の秘密については職業の秘密に当た

るので，当該事案における利害の個別的な比較衡量を行うまでもなく証言拒絶が認められる。

[№７］

ウ．少年法第６１条が禁止する推知報道に該当するか否かは，少年と面識のある特定多数の者あ

るいは少年の生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者が，少年を当該事件の本人である

と推知することができるかを基準にして判断すべきである。[№８］

〔第５問〕（配点：２）

通信の秘密に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものには○，誤っているものに

は×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，[№９］）

ア．通信の秘密の保障の目的は，私生活の自由を保護することにあるだけでなく，公権力による

通信内容の探索の可能性を断つことにより自由な表現伝達手段を確保することにもある。

イ．通信の秘密は，特定の他者との通信の秘密を保障するものであり，はがき，手紙のほか，電

話，電信もその保障の対象に含まれるが，インターネット上の通信はこれに含まれない。

ウ．通信の秘密の保障は，通信の内容のみならず，通信の当事者の氏名，住所，通信の日時，通

信の個数など通信に関する全ての事項に及ぶ。

１．ア○ イ○ ウ○ ２．ア○ イ○ ウ× ３．ア○ イ× ウ○

４．ア○ イ× ウ× ５．ア× イ○ ウ○ ６．ア× イ○ ウ×

７．ア× イ× ウ○ ８．ア× イ× ウ×
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〔第６問〕（配点：３）

営業の自由に関する次のアからウまでの各記述について，それぞれ正しい場合には１を，誤って

いる場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№10］から［№12］）

ア．営業の自由を市場における私的な独占からの自由と捉える見解によれば，事業者に対し一定

の取引分野での競争を不当に制限する行為を禁止する立法は，自由を促進する立法と位置付け

られる。[№10］

イ．営業の自由が歴史的には公序として形成されてきたものであるとしても，憲法は「国家から

の自由」を中心に人権を保障することを第一義とするものであるから，営業の自由を憲法第

２２条第１項で保障される人権と解することは可能である。[№11］

ウ．営業の自由の内容を開業・廃業と営業活動に分け，前者は憲法第２２条第１項，後者は憲法

第２９条により保障されるとする見解は，営業の自由の保障根拠を憲法第２２条第１項のみに

求める見解と比べて，営業の自由を広く保障する。[№12］

〔第７問〕（配点：３）

憲法第２５条に関する次のアからウまでの各記述について，それぞれ正しい場合には１を，誤っ

ている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№13］から［№15］）

ア．憲法第２５条第１項で定める救貧施策においては国民の最低限度の生活を保障しなければな

らないが，同条第２項で定める防貧施策においては広い立法裁量が認められると解する立場に

よっても，救貧施策は生活保護法による公的扶助に限定されないと解することはできる。

[№13］

イ．憲法第２５条第１項は，将来に向けた政策の指針を定めたもので，国民の権利を保障するも

のではないと解するプログラム規定説によっても，裁判所が同項に基づいて個々の法律につい

て国民の生存権を侵害するか否かを判断できる。[№14］

ウ．いわゆる朝日訴訟においては，生活保護法に基づく生活扶助を廃止するとともに医療扶助を

変更する旨の保護変更決定について，これを認容した厚生大臣の裁決自体の裁量権の逸脱・濫

用が争われたのではなく，生活保護法自体が憲法第２５条第１項に違反するとして争われた。

[№15］

〔第８問〕（配点：２）

学校教育に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣旨に照らして，正

しいものには○，誤っているものには×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選び

なさい。（解答欄は，[№16］）

ア．憲法第２６条が子どもの学習権を保障していることから，教育の内容及び方法を誰がいかに

して決定し得るかという問題に対する一定の結論が当然に導き出されるわけではない。

イ．親の教育の自由は，主として家庭教育等，学校外での教育において現れるものであり，学校

選択の自由はこれに含まれない。

ウ．国が一定の教育水準確保のために定立する学習指導要領は，生徒側の教育内容に対する批判

能力の程度及び学校選択の余地等に鑑みれば，高等学校では法的拘束力を持たない。

１．ア○ イ○ ウ○ ２．ア○ イ○ ウ× ３．ア○ イ× ウ○

４．ア○ イ× ウ× ５．ア× イ○ ウ○ ６．ア× イ○ ウ×

７．ア× イ× ウ○ ８．ア× イ× ウ×
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〔第９問〕（配点：３）

財産権の保障に関する次のアからウまでの各記述について，それぞれ正しい場合には１を，誤っ

ている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№17］から［№19］）

ア．憲法第２９条第１項は財産権の不可侵性を規定しているが，同項が保障するのは，私有財産

制ではなく，個人が現に有する財産を侵害されないということである。[№17］

イ．憲法第２９条第２項は財産権の内容は法律で定めるとするが，入会権のような慣習に基づく

伝統的な権利も憲法上の財産権に含まれる。[№18］

ウ．憲法第２９条第３項は私有財産を正当な補償の下に公共のために用いることができるとする

が，こうした規定は歴史的には福祉国家理念を背景にして制定されるに至った。[№19］

〔第10問〕（配点：２）

国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものには○，誤っているものに

は×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，[№20］）

ア．憲法第２６条第２項は保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めているが，こ

れは子どもが普通教育を受ける義務を負うことも意味するから，宗教上の信念に基づき授業内

容の一部を受講しないと，子どもが同項違反の責任を問われる。

イ．憲法第２７条第１項は国民の勤労義務を定めるが，これを道徳的な訓示規定と解すると，勤

労の能力ある者がその機会があるのに勤労しない場合に生活保護を受給できないとする制度を

設けることは，同項の訓示規定としての性格に反し憲法上許されないこととなる。

ウ．憲法第３０条の定める国民の納税義務は憲法上の義務であるが，その義務は法律によって具

体化されるので，国民が租税法規に従って税金を納付しない場合でも，法的には租税法規違反

にとどまる。

１．ア○ イ○ ウ○ ２．ア○ イ○ ウ× ３．ア○ イ× ウ○

４．ア○ イ× ウ× ５．ア× イ○ ウ○ ６．ア× イ○ ウ×

７．ア× イ× ウ○ ８．ア× イ× ウ×

〔第11問〕（配点：３）

近代立憲主義に関する次のアからウの各記述について，それぞれ正しい場合には１を，誤ってい

る場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№21］から［№23］）

ア．近代立憲主義とは，成文憲法に基づいて国家運営を行おうとする思想ないし実践を意味する。そ

れは，イギリスにおける１２１５年のマグナカルタによって確立された。[№21］

イ．１７８９年のフランス人権宣言は近代立憲主義の内容を簡潔に示している。それによれば，

「憲法」というためには，「権力の分立」が定められていれば足りる。[№22］

ウ．１９世紀の「自由国家」と形容される時代には自由の保障が強調されていた。しかし，その

自由の保障のために，違憲立法審査権を裁判所に認める国は例外的であった。[№23］
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〔第12問〕（配点：３）

二院制に関する次のアからウまでの各記述について，それぞれ正しい場合には１を，誤っている

場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№24］から［№26］）

ア．日本国憲法が二院制を採用したのは，異なる選挙制度や議員の任期が異なること等によって，多

角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ，衆議院と参議院との権限の抑制，均衡を図り，

国政の運営の安定性，継続性を確保しようとしたものと解される。[№24］

イ．衆議院と参議院の関係について，日本国憲法は，衆議院に法律案及び予算の先議権を認めて

いるが，法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には，両院協議会を開かなけれ

ばならないとしている。[№25］

ウ．参議院議員選挙に関して，判例は，半数改選という憲法上の要請，そして都道府県を単位と

する参議院の選挙区選挙における地域代表的性格という特殊性を重視して，都道府県を各選挙

区の単位とする仕組みを維持することを是認し続けている。[№26］

〔第13問〕（配点：３）

憲法第４１条の「唯一の立法機関」に関する次のアからウまでの各記述について，それぞれ正し

い場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№27］から［№

29］）

ア．「唯一の立法機関」の意味の一つは，国会中心立法の原則である。それは，形式的意味の立

法が専ら国会で法律という形式で定められなければならないという原則である。[№27］

イ．国会中心立法の原則には例外がある。その例外は，憲法に特別の定めがある最高裁判所規則

の制定だけである。[№28］

ウ．「唯一の立法機関」の意味の一つは，国会単独立法の原則である。それは，国会による立法

は，国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則である。[№29］

〔第14問〕（配点：２）

委任立法に関する次のアからエまでの各記述について，誤っているもの二つの組合せを，後記１

から６までの中から選びなさい。（解答欄は，[№30］）

ア．憲法第７３条第６号は委任命令を一般的に認めているが，多数説は，専門技術性と迅速な対

応の必要性から，権利や義務に関して法律の内容の詳細規定の命令への委任を認めている。

イ．憲法第４１条からして，命令に委任する場合には，白紙委任が禁止される。さらに，学説は，

当該法律の本質をなす部分や重要事項に関して議会が定めることを求める。

ウ．判例は，被勾留者には一般市民としての自由が制約されることを理由に，１４歳未満の者と

の接見を原則として認めていなかった当時の監獄法施行規則を委任の趣旨の範囲内とした。

エ．判例は，インターネット販売が認められる医薬品を一定の医薬品に限定した薬事法施行規則

について，法律の委任の範囲を逸脱した違法なものであるとした。

１．アとイ ２．アとウ ３．アとエ ４．イとウ ５．イとエ ６．ウとエ
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〔第15問〕（配点：２）

国政調査権の行使に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものには○，誤っている

ものには×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，[№31］）

ア．国政調査権は，各議院を構成する個々の国会議員についても認められている権能であるので，個

々の国会議員も行使することができる。

イ．内閣は，各議院から国政調査権に基づき報告又は記録の提出を求められた場合には，国家の

重大な利益に悪影響を及ぼすときであっても拒むことができない。

ウ．各議院は，国政調査権の行使として，公務員のみならず私人に対しても，証人として出頭し

て証言することを求めることができる。

１．ア○ イ○ ウ○ ２．ア○ イ○ ウ× ３．ア○ イ× ウ○

４．ア○ イ× ウ× ５．ア× イ○ ウ○ ６．ア× イ○ ウ×

７．ア× イ× ウ○ ８．ア× イ× ウ×

〔第16問〕（配点：３）

選挙に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣旨に照らして，それぞ

れ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№32］

から［№34］）

ア．衆議院議員選挙における１人別枠方式については，人口の少ない県に居住する国民の意思を

も十分に国政に反映させるという目的は合理的であるが，その結果生じる投票価値の較差が過

大であるから違憲である。[№32］

イ．国民の選挙権を制限するためには，そのような制限をすることがやむを得ないと認められる

事由がなければならないが，選挙権の保障には投票をする機会の保障は含まれないため，投票

機会の確保のための措置を採るか採らないかについては広汎な立法裁量が認められる。[№33］

ウ．衆議院議員選挙では，小選挙区の候補者のほか，所属する候補者届出政党にも選挙運動が認

められており，無所属の候補者は政見放送ができないなど非常に不利であるが，他に十分な手

段があるため，政策・政党本位の選挙制度の実現のための立法裁量の範囲を逸脱していない。

[№34］

〔第17問〕（配点：２）

内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものには○，誤って

いるものには×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，[№

35］）

ア．憲法第６５条第１項は，「行政権は，内閣に属する」と規定している。行政権とは全ての国

家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残りの作用であるとすると，立法作用と司法作

用以外の全ての国家作用について内閣が自ら行うことが必要となる。

イ．内閣は，行政権の行使につき，国会に対し連帯して責任を負う。これは，特定の国務大臣が

その所管事項に関して単独の責任を負うことを否定するものではなく，個別の国務大臣に対す

る衆議院及び参議院の問責決議も認められるが，それらには法的効力はない。

ウ．内閣総理大臣は，内閣という合議体において，単なる同輩中の首席ではなく，首長の立場に

あり，その他の国務大臣の任免権を専権として有する。したがって，文民統制の観点から内閣

総理大臣は文民でなければならないとしても，その他の国務大臣が文民である必要はない。

１．ア○ イ○ ウ○ ２．ア○ イ○ ウ× ３．ア○ イ× ウ○

４．ア○ イ× ウ× ５．ア× イ○ ウ○ ６．ア× イ○ ウ×

７．ア× イ× ウ○ ８．ア× イ× ウ×
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〔第18問〕（配点：２）

合憲限定解釈に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものには○，誤っているもの

には×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，[№36］）

ア．合憲限定解釈に対しては，立法者の意思を超えて法文の意味を書き換えてしまう可能性があ

り，立法権の簒奪につながりかねないという問題がある。

イ．合憲限定解釈に対しては，当該解釈が不明確であると，犯罪構成要件の保障的機能を失わせ，憲

法第３１条違反の疑いを生じさせるという問題がある。

ウ．判例は，集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について，条例の改正が立

法技術上困難でないから，あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。

１．ア○ イ○ ウ○ ２．ア○ イ○ ウ× ３．ア○ イ× ウ○

４．ア○ イ× ウ× ５．ア× イ○ ウ○ ６．ア× イ○ ウ×

７．ア× イ× ウ○ ８．ア× イ× ウ×

〔第19問〕（配点：２）

憲法第８９条後段の「公の支配」の意義に関し，「国又は地方公共団体が当該事業の予算を定め，

その執行を監督し，さらにその人事に関与するなど，その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼす

ことのできる権力を有する」ことを要すると解する見解があるが，次のアからウまでの各記述につ

いて，かかる見解と同じ立場からの記述には○を，異なる立場からの記述には×を付した場合の組

合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，［№37］）

ア．慈善，教育，博愛の事業を行うのは，通常，法律に基づき国の監督を受ける公益法人であり，学

校法人も公益法人として法的規制を受けるので，「公の支配」に属する。

イ．現行法の私立学校に対する助成については，監督官庁の権限が報告を徴したり，勧告を行っ

たりすることに限られているので，違憲の疑いがある。

ウ．憲法第８９条後段の立法趣旨は，私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危

険を除こうとすることにある。

１．ア○ イ○ ウ○ ２．ア○ イ○ ウ× ３．ア○ イ× ウ○

４．ア○ イ× ウ× ５．ア× イ○ ウ○ ６．ア× イ○ ウ×

７．ア× イ× ウ○ ８．ア× イ× ウ×

〔第20問〕（配点：３）

地方自治に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣旨に照らして，そ

れぞれ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからウの順に[№

38］から［№40］）

ア．憲法上の「地方公共団体」とは，沿革的に見ても，また現実の行政の上においても，相当程

度の自主立法権，自主行政権，自主財政権等，地方自治の基本的権能を付与された地域団体で

あれば足り，共同体意識を持っているという社会的基盤が存在する必要はない。[№38］

イ．憲法上の条例制定権は当然には罰則制定権を含まず，刑罰権設定は本来国家事務であり，条

例中に罰則を設けるには法律の授権が必要であるが，条例は，行政府の命令と異なり，民主的

立法であり実質的に法律に準ずるもので，条例への罰則の委任は一般的・包括的委任で足りる。

[№39］

ウ．地方公共団体は，地方自治の本旨に従い，その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行す

る権能を有し，その遂行のためには，その財源を自ら調達する権能を有することが必要である

から，地方自治の不可欠の要素として，課税権の主体となることが憲法上予定されている。[№

40］
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【以下の問題の解答に当たっては，国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約）の

適用を考慮する必要はない。】

［民法］

〔第１問〕（配点：２）

法律行為に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後

記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№１］）

ア．代理権を有しない者が本人のためにすることを示して契約を締結した場合，本人がその契約

の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示することは，法律行為に当たる。

イ．債権者が債務者に対してその債務を免除する旨を表示することは，法律行為に当たる。

ウ．債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは，法律行為に

当たる。

エ．２人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において，双方の債務が弁済期にある

ときに，債務者の一方が相手方に対してその対当額について相殺をする旨を表示することは，

法律行為に当たる。

オ．債務の消滅時効が完成する前に，債務者が債権者に対してその債務の承認をする旨を表示す

ることは，法律行為に当たる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第２問〕（配点：２）

意思表示に関する次の１から４までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ

か。（解答欄は，［№２］）

１．Ａは，その所有する甲土地についてＢと仮装の売買契約を締結し，その旨の所有権移転登記

をした。その後，Ｂがこの事情を知らないＣに甲土地を売却した場合，ＢからＣへの所有権移

転登記がされていないときでも，Ａは，Ｃに対し，ＡＢ間の売買契約の無効を主張することが

できない。

２．Ａは，その所有する甲土地についてＢと仮装の売買契約を締結し，その旨の所有権移転登記

をした。その後，Ｂがこの事情を知らないＣから５００万円を借り入れたが，その返済を怠っ

たことから，Ｃが甲土地を差し押さえた場合，甲土地の差押えの前にＣがこの事情を知ったと

しても，Ａは，Ｃに対し，ＡＢ間の売買契約の無効を主張することができない。

３．Ａの代理人であるＢは，その代理権の範囲内でＡを代理してＣから１０００万円を借り入れ

る旨の契約を締結したが，その契約締結の当時，Ｂは，Ｃから借り入れた金銭を着服する意図

を有しており，実際に１０００万円を着服した。この場合において，Ｃが，その契約締結の当

時，Ｂの意図を知ることができたときは，Ａは，Ｃに対し，その契約の効力が自己に及ばない

ことを主張することができる。

４．ＡのＢに対する甲土地の売買契約の意思表示について法律行為の要素に錯誤があった場合で

も，Ａに自らの錯誤を理由としてその意思表示の無効を主張する意思がないときには，Ｂは，

Ａの意思表示の無効を主張することはできない。
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〔第３問〕（配点：２）

代理に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１から

５までのうちどれか。（解答欄は，［№３］）

ア．Ａの代理人として土地を購入する権限を与えられたＢが，Ｃとの間で甲土地の売買契約を締

結する際に，Ｂの従業員Ｄに命じて甲土地の売買契約書に「Ａの代理人Ｂ」という署名をさせ

た場合でも，ＡＣ間に売買契約の効力が生ずる。

イ．Ａの代理人として土地を購入する権限を与えられたＢが，Ａの許諾を得て復代理人Ｃを選任

し，ＣがＤとの間で甲土地の売買契約を締結した場合，ＣがＤに対しＡのために売買契約を締

結することを示しただけで，自らが代理人Ｂによって選任された復代理人であることを示さな

かったときは，ＡＤ間に売買契約の効力は生じない。

ウ．Ａの代理人として土地を購入する権限を与えられたＢが，ＣのＢに対する詐欺により，Ａの

ためにすることを示してＣとの間で甲土地の売買契約を締結した場合，Ａは，その売買契約を

取り消すことができない。

エ．Ａの代理人として土地を購入する権限を与えられたＢが，Ｃから甲土地を売却する権限を与

えられてＣの代理人にもなり，Ａ及びＣを代理してＡＣ間の甲土地の売買契約を締結した場合，

Ｂが双方代理であることをＡ及びＣの双方にあらかじめ通知したときは，ＡＣ間に売買契約の

効力が生ずる。

オ．Ａの代理人として土地を購入する権限を与えられたＢが，Ａのためにすることを示さずにＣ

との間で甲土地の売買契約を締結した場合，ＢがＡのために売買契約を締結することをＣが知

ることができたときは，ＡＣ間に売買契約の効力が生ずる。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ

〔第４問〕（配点：２）

表見法理に関する次の１から４までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ

か。（解答欄は，［№４］）

１．ＡがＢに対しＡ所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに，その代理権を与えた旨

をＣに表示し，ＢがＡの代理人としてＣとの間で甲土地の売買契約を締結した場合，Ａは，Ｃ

がＢに代理権がないと知っていたこと，又は過失により知らなかったことを立証しなければ，

甲土地の引渡債務を免れることができない。

２．ＡがＢと通謀してＡ所有の甲土地につきＡＢ間で売買予約がされた旨仮装し，Ｂへの所有権

移転登記請求権保全の仮登記をした後，Ｂが偽造書類を用いて仮登記を本登記にした上で，善

意無過失のＣに甲土地を売却し，Ｃへの所有権移転登記をした場合，Ｃは，Ａに対し，甲土地

の所有権をＣが有することを主張することができる。

３．ＡがＢと通謀してＡ所有の甲土地につきＡＢ間で売買契約がされた旨仮装し，Ｂへの所有権

移転登記をした後，Ｂが甲土地をＣに売却した場合，Ａは，ＣがＡＢ間の売買契約が虚偽表示

であることを知っていたことを立証しなければ，Ｃに対し，甲土地の所有権をＡが有すること

を主張することができない。

４．ＡがＢに対しＡ所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに，Ｂが甲土地につきＡか

らＢへの所有権移転登記をした上で，その事情について善意無過失のＣに甲土地を売却した場

合，Ａが甲土地の登記済証及びＡの印鑑登録証明書をＢに預けたままにし，Ａの面前でＢがＡ

の実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見ていたなど，Ａの帰責性の程度が自ら外観の作出

に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは，

Ｃは，Ａに対し，甲土地の所有権をＣが有することを主張することができる。
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〔第５問〕（配点：２）

条件及び期限に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを

組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№５］）

ア．医学部に入学したＡがＢから金銭を借り入れた際に「借入金は私が医師になった時に返済す

る。」と約束していたが，その後，Ａの父親が急死し，Ａがその父親の事業を継がざるを得なく

なったため医学部を中途退学した場合，Ａは，Ｂに対する借入金の返還債務を免れる。

イ．家屋の賃貸人Ａがその家屋の賃借人Ｂに対し，Ｂが滞納している賃料を所定の期限までに支

払わない場合にはその家屋の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をすることは，単独行為に条

件を付することになっても許される。

ウ．ＡがＢに対し「将来気が向いたら，私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束したとしても，

その贈与契約は無効である。

エ．ＡがＢに対し「Ｂが医学部の卒業試験に合格したら，私が所有する甲自動車を贈与する。」と

約束した場合，卒業試験の前にＡが甲自動車を第三者Ｃに売却したときは，Ｂは，Ａに対し，

それにより生じた損害の賠償を請求することができる。

オ．ＡがＢに対し「私の所有する乙土地の購入希望者をＢが見つけることができ，Ｂの仲介によ

り売買契約に至れば，その仲介報酬を支払う。」と約束した場合，Ａが，Ｂの見つけてきた乙土

地の購入希望者との間で，Ｂの仲介によらずに直接乙土地の売買契約を結んだときは，Ｂは，

Ａに対し，仲介報酬を請求することができない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ

〔第６問〕（配点：２）

消滅時効の中断に関する次の１から４までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているもの

はどれか。（解答欄は，［№６］）

１．時効期間が経過する前に，被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を

承認した場合，その債権の消滅時効は中断しない。

２．時効期間が経過する前に，債権者が第三者に債権を譲渡し，債務者がその債権の譲渡につい

て債権の譲受人に対し承諾をした場合，その債権の消滅時効は中断する。

３．時効期間が経過する前に，債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをした場合，そ

の債権の消滅時効は中断する。

４．時効期間が経過する前に，債務者が債権者に対し債務の承認をした場合，被担保債権につい

て生じた消滅時効中断の効力を，その債権の物上保証人が否定することは許されない。
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〔第７問〕（配点：２）

不動産登記に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組

み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№７］）

ア．ＡがＡ所有の甲土地をＢに売却し，その旨の所有権移転登記がされた後，Ｂは，甲土地をＣ

に売却し，その旨の所有権移転登記がされた。その後，ＡがＢの強迫を理由としてＢに対する

売買の意思表示を取り消した場合，Ａは，Ｃに対し，甲土地の所有権がＡからＢに移転してい

ないことを主張することができる。

イ．ＡがＡ所有の甲土地をＢに売却し，その旨の所有権移転登記がされた後，Ａは，Ｂの詐欺を

理由としてＢに対する売買の意思表示を取り消した。その後，ＢがＣに甲土地を売却し，Ｃへ

の所有権移転登記をした場合，Ａは，Ｃに対し，甲土地の所有権がＢからＡに復帰したことを

主張することができない。

ウ．Ａは亡Ｂから亡Ｂの所有していた乙土地の遺贈を受けたが，その旨の所有権移転登記をして

いなかった。その後，亡Ｂの共同相続人の一人であるＣの債権者Ｄが乙土地についてＣの相続

分に相当する持分を差し押さえ，その旨の登記がされた。この場合，Ａは，Ｄに対し，乙土地

の所有権を亡Ｂから取得したことを主張することができる。

エ．ＡがＢ所有の乙土地を占有し，取得時効が完成した場合において，その取得時効が完成する

前に，Ｃが乙土地をＢから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは，Ａは，

Ｃに対し，乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。

オ．ＡがＢ所有の乙土地を占有し，取得時効が完成した場合において，その取得時効が完成する

前に，Ｃが乙土地をＢから譲り受け，その取得時効の完成後にＣが乙土地の所有権移転登記を

したときは，Ａは，Ｃに対し，乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第８問〕（配点：２）

登記請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合

わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№８］）

ア．Ａの所有する甲土地がＡからＢ，ＢからＣに順次譲渡された場合において，Ｂは，甲土地の

所有権を喪失していても，Ａに対し，ＡからＢへの所有権移転登記手続を請求することができ

る。

イ．Ａの所有する甲土地がＡからＢ，ＢからＣに順次譲渡されたにもかかわらず，登記名義がな

おＡに残っている場合，Ｃは，Ａに対し，ＡからＣに対する真正な登記名義の回復を原因とす

る所有権移転登記手続を請求することはできない。

ウ．Ａの所有する甲土地についてＡからＢ，ＢからＣへの所有権移転登記がされている場合，そ

れぞれの所有権移転登記に対応する権利変動がないときは，Ａは，Ｃに対し，直接自己への所

有権移転登記手続を請求することはできない。

エ．Ａの所有する甲土地についてＡからＢ，ＢからＣへの各売買を原因とする所有権移転登記が

されている場合，ＡからＢ，ＢからＣへの各売買がいずれも無効であるときは，Ａは，Ｃに対

し，ＢからＣへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるが，Ｂは，Ｃに対し，

ＢからＣへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。

オ．Ａが，Ｂに売却した甲土地について所有権移転登記手続をしない間に死亡し，Ａの共同相続

人であるＣとＤがＡの代金債権と所有権移転登記義務を相続した場合，Ｄがその所有権移転登

記義務の履行を拒絶しているため，Ｂが同時履行の抗弁権を理由として代金を支払わないとき

は，Ｃは，Ｂに対する自己の代金債権を保全するため，Ｂに代位して，ＢのＤに対する所有権

移転登記手続請求権を行使することはできない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ
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〔第９問〕（配点：２）

Ａが３分の１，Ｂが３分の２の持分で甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの各

記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうち

どれか。（解答欄は，［№９］）

ア．Ａは，Ｂに無断で，甲土地の自己の持分について抵当権を設定することができない。

イ．Ａに無断でＢが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い，甲土地の形状を変更している

場合，Ａは，Ｂに対し，その工事の差止めを求めることができる。

ウ．Ａに無断でＢが甲土地上に乙建物を建て，甲土地全体を単独で使用している場合，Ａは，Ｂ

に対し，自己の持分割合に応じ，甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。

エ．甲土地の利用方法についてＡとＢが協議したが意見が一致せず，Ａに無断でＢがＣと甲土地

の賃貸借契約を締結し，Ｃが甲土地を占有している場合，Ａは，Ｃに対し，甲土地全体の明渡

しを求めることができる。

オ．ＡがＢに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても，Ｂは，自分の共有持分が

過半数を超えることを理由として，Ａに対し，甲土地全体の明渡しを求めることはできない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第10問〕（配点：２）

共有物の分割に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み

合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№10］）

ア．遺産分割前において共同相続人の一人から遺産を構成する不動産の共有持分権を譲り受けた

第三者が，その不動産の共同所有関係の解消を求めるためには，共有物分割訴訟によらなけれ

ばならない。

イ．共有物の分割請求をした共有者が多数の場合，分割請求をされた共有者の持分の限度で現物

を分割し，その余は分割請求をした共有者の共有として残す方法により共有物の分割をするこ

とはできない。

ウ．共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし，これらの者から他の共有者に

対して持分の価格を賠償させる方法により共有物の分割をすることはできない。

エ．裁判所は，共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみでなく，社会通念上適正な現物分

割が著しく困難な場合にも，共有物の競売を命ずることができる。

オ．数個の共有建物を一括して分割の対象とし，共有者各自が各個の建物の単独所有権を取得す

る方法により共有物の分割をすることはできない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第11問〕（配点：２）

地役権に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記

１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№11］）

ア．地役権者がその権利の一部を行使しないときは，その部分のみが時効によって消滅する。

イ．要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することはできない。

ウ．要役地が数人の共有に属する場合において，要役地の共有者の一人は，その持分につき，そ

の土地のために存する地役権を放棄することができる。

エ．要役地が数人の共有に属する場合において，その一人のために時効の中断があるときは，そ

の中断は，他の共有者のためにも，その効力を生ずる。

オ．要役地の所有者は，地役権を要役地から分離して譲渡することができない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔第12問〕（配点：２）

先取特権に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後

記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№12］）

ア．一般の先取特権者は，債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場合，

債務者が取得する代金債権について，その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を行使す

ることができる。

イ．宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でない場合，旅館の主人は，その手

荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたとしても，その手荷物について先取特権を

行使することができない。

ウ．家屋の賃借人がその家屋に備え付けた家具が競売された場合において，その執行費用に関す

る先取特権は，その家屋の賃貸人が賃料債権に基づき家具について有する先取特権に優先する。

エ．動産売買の先取特権の目的物について質権が設定された場合，動産売買の先取特権が質権に

優先する。

オ．判例によれば，日用品の供給の先取特権は，債務者が法人のときは認められない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第13問〕（配点：２）

Ａが，Ａ所有の甲動産を占有するＢに対し，所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したと

ころ，Ｂは，Ａの夫Ｃから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。この場合に

関する次の１から４までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。（解答欄は，

［№13］）

１．占有者が占有物について行使する権利は，適法に有するものと推定されるから，Ｂは，質権

の即時取得の成立を基礎付ける事実を主張・立証する必要はない。

２．Ｂは，Ｃとの間で質権設定の合意をし，その合意に基づいてＣから甲動産の引渡しを受けた

ことを主張・立証する必要がある。

３．Ｂは，質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく，Ａが，質権の被担保

債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。

４．Ｂは，Ｃに甲動産の所有権がないことについてＢが善意であることを主張・立証する必要は

ないが，Ｂに過失がないことを主張・立証する必要がある。
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〔第14問〕（配点：３）

譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み

合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№14］）

ア．不動産が譲渡担保の目的とされ，譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記

がされた場合において，譲渡担保権の設定者は，その譲渡担保権に係る債務の弁済と，その不

動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張する

ことができない。

イ．対抗要件を備えた集合動産譲渡担保権の設定者が，その目的とされた動産につき通常の営業

の範囲を超える売却処分をし，その動産を占有改定の方法により買主に引き渡した場合，買主

はその動産の所有権を取得することができる。

ウ．不動産の譲渡担保において，債務者が弁済期にその譲渡担保権に係る債務を弁済しない場合，

譲渡担保権者がその不動産を譲渡したときは，譲受人は確定的にその不動産の所有権を取得し，

債務者は債務を弁済してその不動産を受け戻すことができない。

エ．不動産が譲渡担保の目的とされ，譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記

がされた場合において，その譲渡担保権に係る債務の弁済により譲渡担保権が消滅した後にそ

の不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは，譲渡担保権の設定者は，登記がなけ

れば，その所有権をその不動産を譲り受けた第三者に対抗することができない。

オ．集合動産の譲渡担保権者は，その譲渡担保権の設定者が通常の営業を継続している場合で

あっても，その目的とされた動産が滅失したときは，その損害をてん補するために設定者に支

払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第15問〕（配点：２）

債務不履行による損害賠償に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正し

いものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№15］）

ア．消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合，借主が返済を遅滞したときにおける損害賠償

の額は，約定利率により計算される額であり，貸主は，約定利率により計算される額を超える

損害が生じていることを立証しても，その賠償を借主に請求することはできない。

イ．家屋の賃借人が賃貸借契約の終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合，賃貸人は，その

賃貸借契約で定められた賃料に相当する額の損害賠償を賃借人に請求することができるが，賃

貸人がその賃貸借契約の終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し，その賃貸借

契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るときであっても，その新たな賃料に基づく損害賠

償を賃借人に請求することはできない。

ウ．営業用店舗の賃貸人が修繕義務の履行を怠ったために賃借人がその店舗で営業をすることが

できなかった場合，賃借人は，これにより生じた営業利益の喪失による損害の賠償を，債務不

履行により通常生ずべき損害として請求することができるが，賃借人が営業をその店舗とは別

の場所で再開するなどの損害を回避又は減少させる措置を何ら執らなかったときは，そのよう

な措置を執ることができた時期以降に生じた損害の全ての賠償を請求することはできない。

エ．当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定している場合，裁判所は，その損害賠償の

予定額を増減することはできず，過失相殺により賠償額を減額することもできない。

オ．当事者が損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意をしても，その効力は認めら

れない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ エ
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〔第16問〕（配点：２）

債権者が債務者に対する債権を保全する必要がある場合に関する次の１から４までの各記述のう

ち，判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。（解答欄は，［№16］）

１．離婚に伴う財産分与請求権は，協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容

が不確定・不明確であるため，これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできな

い。

２．債務者が第三者に対してした意思表示が錯誤によるものであったことを認めているときは，

債務者自らが錯誤無効を主張する意思がなくても，債権者は，債務者が第三者に対してした意

思表示の無効を主張することができる。

３．債権者が，債務者に対する金銭債権に基づき，債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位

行使する場合，債権者は，自己の債務者に対する債権額の範囲においてのみ，債務者の第三債

務者に対する金銭債権を行使することができる。

４．債権者は，債務者が第三者に対して負う債務について，債務者に代わってその消滅時効を援

用することができない。

〔第17問〕（配点：２）

ＡがＢに対して融資をしていたところ，Ｂがその所有する建物をＢの妻Ｃに贈与し，その旨の所

有権移転登記手続をしたことから，Ａが詐害行為取消訴訟を提起した。この場合に関する次のアか

らオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは，後記１から５ま

でのうちどれか。（解答欄は，［№17］）

ア．Ａは，ＢからＣへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるほか，ＣからＡ

への所有権移転登記手続を請求することもできる。

イ．Ａは，ＢからＣへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することなく，ＢＣ間の贈与契約

の取消しを請求することができる。

ウ．Ａは，詐害行為の取消しを請求するに際しては，Ｂ及びＣの両方を被告として訴えを提起し

なければならない。

エ．Ａは，ＢＣ間の贈与契約が債権者であるＡを害すること及びそのことをＢ及びＣが知ってい

たことを主張・立証しなければならない。

オ．Ａは，ＢＣ間の贈与契約の当時Ｂが無資力であったことを主張・立証すれば足り，詐害行為

取消訴訟の口頭弁論終結時までにＢの資力が回復したことは，Ｃが主張・立証しなければなら

ない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ
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〔第18問〕（配点：３）

ＡがＢに金銭を貸し付け，ＣがＡに対しＢの借入金債務を保証したが，ＢがＡに対する借入金の

返還を怠ったことから，Ａが，Ｃに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した場合に関する

次の１から４までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。（解答欄は，

［№18］）

１．Ｃは，保証債務の消滅時効を自ら援用しなくても，Ｂが主たる債務の消滅時効を援用したこ

とを抗弁として主張することができる。

２．Ｃは，Ｂが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも，主たる債務の消滅時効を援用

して抗弁を主張することができる。

３．Ｃが保証債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し，主たる債務の消滅時効が完成

する前にＢがその債務の一部を弁済したことは，時効中断の再抗弁となる。

４．Ｃが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し，主たる債務の消滅時効が完

成する前にＣが保証債務の一部を弁済したことは，時効中断の再抗弁となる。

〔第19問〕（配点：２）

債務の履行と弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを

組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№19］）

ア．安全配慮義務の違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は，その義務の違反によ

り損害が発生した時から遅滞に陥る。

イ．弁済をすべき場所について別段の意思表示がない場合には，特定物の引渡しは，債権発生の

時にその物が存在した場所においてしなければならないが，その他の弁済は債権者の現在の住

所においてしなければならない。

ウ．弁済の費用について別段の意思表示がない場合には，債権者と債務者の双方が等しい割合で

その費用を負担するが，債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたと

きは，その増加額は債権者が負担する。

エ．Ａの所有する甲土地を，Ｂが建物の所有を目的として賃借し，Ｂが甲土地上に乙建物を建築

して乙建物をＣに賃貸した場合，ＢがＡに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは，Ｃ

は，Ａに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。

オ．金銭消費貸借の借主が，元本，利息及び費用の総額に足りない金銭を貸主に弁済する場合に

は，それをまず元本に充当することを指定することができ，貸主が直ちに異議を述べない限り，

その充当の指定は効力を有する。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第20問〕（配点：２）

相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた

ものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№20］）

ア．ＡのＢに対する甲債権が差し押さえられた後，ＢがＡに対する乙債権を取得した場合，Ｂは，

乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができる。

イ．賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後，賃借人が解除後に存在を知った

賃貸人に対する債権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても，賃貸借契約の解除の効力に

は影響がない。

ウ．継続的契約の当事者が，その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺するこ

とをあらかじめ合意していたとしても，その合意は無効である。

エ．債権が不法行為によって生じたときは，その債権者は，その債権を自働債権として相殺する

ことができる。

オ．注文者は，請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として，請

負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第21問〕（配点：２）

同時履行の抗弁に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたもの

は，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№21］）

ア．判例によれば，家屋の賃貸借契約の締結時に敷金が差し入れられた場合，その賃貸借契約の

終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは，同時履行の関係にない。

イ．双務契約における一方の債権が第三者に譲渡され，譲渡人が債務者に譲渡の通知をした後そ

の債務者が遅滞なく異議を述べなかった場合，その債務者は，その債権の譲受人からの債務の

履行の請求に対し，同時履行の抗弁を主張することができない。

ウ．売買契約における双方の債務の履行期が同じである場合において，その履行期が経過したと

きであっても，一方の当事者は，自己の債務について弁済又はその提供をしなければ，債務不

履行に基づく契約の解除をすることができない。

エ．売買契約の解除により両当事者が互いに原状回復義務を負う場合，両当事者の原状回復義務

は同時履行の関係にない。

オ．ＡがＢに対し美術品を売却した際，ＢのＡに対する美術品の代金債務とＡのＢに対する美術

品の引渡債務の履行期を同一とすることが合意された場合，Ａは，ＢのＡに対する美術品の代

金債務についてその履行期が到来しても，ＡのＢに対する美術品の引渡債務について弁済又は

その提供をしていないときは，ＡのＢに対する美術品の代金債権とそれとは別にＢがＡに対し

て有する貸金債権とを対当額で相殺することができない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第22問〕（配点：２）

契約締結後に債務の履行に障害が生じた場合に関する次の１から４までの各記述のうち，誤って

いるものはどれか。（解答欄は，［№22］）

１．特定物の売買契約において，売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能に

なった場合，その売買契約の効力は法律上当然に失われ，買主は，代金を支払う義務を免れる。

２．建物の賃貸借契約において，賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合，その

賃貸借契約は法律上当然に終了し，賃借人は，それ以降賃料を支払う義務を負わない。

３．建物の建築を目的とする請負契約において，当事者双方の責めに帰することができない事由

により建築途中の建物が滅失した場合であっても，請負人は，新たに建物を建築し，これを完

成させなければ，注文者に対し，請負代金全額の支払を請求することはできない。

４．有償寄託契約において，受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務

が履行不能になった場合，受寄者は，寄託者に対し，約定の存続期間のうち履行不能になった

後の期間についての報酬の支払を求めることができない。

〔第23問〕（配点：３）

賃貸借契約及び消費貸借契約に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わ

せたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№23］）

ア．賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合，その目的物の所有権は賃借人に移

転しないが，消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合，その目的物の所有権は

借主に移転する。

イ．賃貸借契約は，諾成契約であるから，当事者間の合意によって成立するが，消費貸借契約は，

要物契約であるから，当事者間で，当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し，相

手方がその引渡しを受けた物と種類，品質及び数量の同じ物をもって返還することを約したと

しても，その合意は無効である。

ウ．賃貸借契約における賃料の支払時期も，利息付きの消費貸借契約における利息の支払時期も，

当事者の合意により自由に定めることができる。

エ．賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合に貸主が解約の申入れをしたときは，

借主は，法定の期間内は目的物を返還しなくても遅滞の責任を負わないが，消費貸借契約にお

いて当事者が返還の時期を定めなかった場合に貸主が返還を請求したときは，借主は，直ちに

目的物を返還しなければ遅滞の責任を負う。

オ．賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合，借主はいつでも解約の申入れをする

ことができるが，消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合，無利息の消

費貸借契約のときに限り，借主はいつでも解約の申入れをすることができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第24問〕（配点：２）

賃貸借及び使用貸借に関する次の１から４までの各記述のうち，使用貸借にのみ当てはまるもの

はどれか。なお，本問において，賃貸借の賃貸人及び使用貸借の貸主は，いずれも「貸主」といい，

賃貸借の賃借人及び使用貸借の借主は，いずれも「借主」という。（解答欄は，［№24］）

１．借主は，目的物の通常の必要費を負担する。

２．借主は，契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い，目的物の使用及び収益を

しなければならない。

３．貸主が死亡した場合，契約は当然に終了する。

４．借主は，契約が終了した場合，目的物を原状に復さなければならないが，借主が目的物に附

属させた物を収去するには，貸主の同意を得る必要がある。
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〔第25問〕（配点：２）

Ａは，Ｂとの間で，Ａが所有する２階建ての甲建物を月額５０万円の賃料で賃貸する旨の契約を

締結し，甲建物をＢに引き渡した。その後，Ｂは，Ａの承諾を得て，Ｃとの間で，甲建物を月額５

０万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し，甲建物をＣに引き渡した。それからしばらくして甲建

物の屋根の不具合により雨漏りが発生し，Ｃは，甲建物の２階部分を使用することができなくなっ

た。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記

１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№25］）

ア．Ｃは，Ｂに対し，甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することができる。

イ．Ｃは，Ｂが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときは，Ａに対し，甲建物の屋根の不具

合を修繕するよう請求することができる。

ウ．ＡがＢに対して甲建物の２階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請

求した場合，Ｂは，甲建物の２階部分の割合に相当する賃料については，その支払を拒絶する

ことができる。

エ．ＡがＣに対して甲建物の２階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請

求した場合，Ｃは，甲建物の２階部分の割合に相当する賃料についても，その支払を拒絶する

ことができない。

オ．判例によれば，甲建物の屋根の不具合がＣの責めに帰すべき事由によって生じた場合，Ａは，

Ｂに対し，甲建物の屋根の不具合により生じた損害の賠償を請求することができない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ エ

〔第26問〕（配点：２）

請負契約に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後

記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№26］）

ア．請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後であっても，注文者は，損害を賠償して契約

の解除をすることができる。

イ．判例によれば，建物の建築を目的とする請負契約の請負人は，自ら材料を提供したか，注文

者が材料を提供したかにかかわらず，完成した建物の所有権を取得する。

ウ．注文者が破産手続開始の決定を受けたときは，請負人は，契約の解除をすることができる。

エ．仕事の目的物の引渡しを要する場合には，注文者は，仕事の目的物の引渡しを受けるまで，

請負人に対し，報酬の支払を拒むことができる。

オ．請負人は，注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても，瑕疵が

あることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには，その瑕疵

についての担保責任を免れることができない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔第27問〕（配点：２）

請負人の瑕疵担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせ

たものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№27］）

ア．仕事の目的物の引渡しを要する場合において，その引渡しの時に目的物の瑕疵が明らかで

あったときは，請負人は瑕疵担保責任を負わない。

イ．仕事の目的物に瑕疵がある場合，注文者は，その瑕疵の修補に代えて，又はその修補ととも

に，損害賠償の請求をすることができる。

ウ．仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場

合，請負人は，その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったとき

を除き，瑕疵担保責任を負わない。

エ．仕事の目的物に瑕疵がある場合において，その瑕疵を修補することが不能であるときは，注

文者は，請負契約を解除することができる。

オ．仕事の目的物の引渡しを要しない場合，請負人の瑕疵担保責任の存続期間は，その仕事が終

了した時から起算する。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第28問〕（配点：２）

不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ

せたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№28］）

ア．他人の生命を侵害した者は，被害者の相続人に対してのみ慰謝料を支払う義務を負う。

イ．被害者が死亡していない場合には，被害者の近親者は，慰謝料を請求することができない。

ウ．ある事業のために他人を使用する者は，被用者がその事業の執行について第三者に加えた損

害を賠償する責任を負うが，この責任は，被用者に賠償の資力があったとしても免れることが

できない。

エ．被害者が加害者の使用者に対し使用者責任に基づく損害賠償を請求する場合，被害者は，加

害者による不法行為があったことに加え，加害者の使用者が加害者である被用者の選任及びそ

の事業の監督について相当の注意をしていなかったことを主張・立証しなければならない。

オ．過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は，その間に

他人に加えた損害について賠償の責任を負う。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ
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〔第29問〕（配点：２）

婚姻が解消した場合の法律関係に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合

わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№29］）

ア．婚姻によって氏を改めた者は，婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚

によって解消した場合であるかを問わず，婚姻前の氏に戻るが，法定の期間内に届出をすれば，

婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。

イ．婚姻が離婚により終了した場合には，姻族関係は当然に終了するが，婚姻が夫婦の一方の死

亡により終了した場合には，姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したと

きに限り終了する。

ウ．婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは，協議上の離婚の際に，父母の一方を

親権者と定めなければならず，この定めについては，家庭裁判所の許可を要しない。

エ．婚姻が離婚により終了した場合には，配偶者の財産分与請求権が認められ，また，婚姻が夫

婦の一方の死亡により終了した場合には，生存配偶者の相続権が認められるが，判例によれば，

配偶者について認められるこれらの権利は，内縁関係にある者についても類推して認められる。

オ．判例によれば，協議上の離婚をした夫婦の一方は，相手方に対し財産の分与を請求した場合

には，相手方に対し慰謝料を請求することはできない。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第30問〕（配点：２）

親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み

合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№30］）

ア．婚姻成立後２００日以内に生まれた子であっても，同棲開始の時から２００日経過後に生ま

れたときは，嫡出子であることが推定され，親子関係を否定するには，嫡出否認の方法によら

なければならない。

イ．父が，嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし，それが受理された場合であって

も，その出生の届出は，認知の届出としての効力を有しない。

ウ．離婚後３００日以内に生まれた子であっても，嫡出の推定が及ばないときには，その子は，

血縁上の父に対して認知の訴えを提起することができる。

エ．女性が，他人の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合であっても，出生

した子の母は，その子を懐胎し出産した女性である。

オ．保存された男性の精子を用いてその男性の死亡後に行われた人工生殖によって女性が子を懐

胎し出産した場合には，その男性と子の間に法律上の親子関係は認められない。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ
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〔第31問〕（配点：２）

親権と未成年後見に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，

後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№31］）

ア．後見人は，正当な事由があるときは，家庭裁判所の許可を得て，その任務を辞することがで

きる。

イ．親権を行う者が財産管理権を有しない場合に選任された未成年後見人であっても，財産管理

権のほか，身上監護権も有する。

ウ．離婚に際し，協議により父母の一方を親権者と定めた場合には，父母の協議により親権者を

変更することができる。

エ．親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは，後見が開始する。

オ．特別養子を除く養子（いわゆる普通養子）は，実親及び養親の共同親権に服する。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第32問〕（配点：２）

後見に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１

から５までのうちどれか。（解答欄は，［№32］）

ア．任意後見契約が登記されている場合，家庭裁判所は，本人の利益のため特に必要があると認

めるときに限り，後見開始の審判をすることができる。

イ．成年後見人は，成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却するに

は，家庭裁判所の許可を得なければならないが，成年被後見人に代わって成年被後見人の居住

の用に供する建物の賃貸借契約を解除するには，家庭裁判所の許可を得る必要はない。

ウ．後見開始の審判を受ける者に配偶者がある場合には，その配偶者に成年後見人の職務を行う

ことができない事情があるときを除き，その配偶者が成年後見人に就任する。

エ．成年後見及び未成年後見のいずれにおいても，家庭裁判所は２人以上の後見人を選任して，

後見事務を分掌させることができる。

オ．破産者は，後見人となることができない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第33問〕（配点：２）

遺贈に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１

から５までのうちどれか。（解答欄は，［№33］）

ア．遺贈は，相続人に対してすることができない。

イ．包括遺贈を受けた者は，相続財産に属する債務を承継する。

ウ．受遺者が遺言者より先に死亡した場合は，遺言者が遺言において別段の意思を表示していな

い限り，受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。

エ．遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り，受遺者は，遺贈の履行を請求する

ことができる時から果実を取得する。

オ．遺贈の承認及び放棄は，撤回することができない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第34問〕（配点：２）

遺留分に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合

わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№34］）

ア．遺留分権利者の債権者は，遺留分権利者がその遺留分を放棄しない限り，遺留分減殺請求権

を債権者代位の目的とすることができる。

イ．遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合，遺留分権

利者に帰属する権利は，遺産分割の対象となる相続財産とならない。

ウ．包括遺贈の場合においても，被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは，その兄弟姉妹は，

遺留分を有しない。

エ．遺留分減殺請求権は，裁判上行使しなければならない。

オ．遺留分権利者は，受贈者に対して減殺請求をした場合，その後に受贈者から贈与の目的物を

譲り受けた者に対して更に減殺請求をすることができない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第35問〕（配点：２）

催告に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１

から５までのうちどれか。（解答欄は，［№35］）

ア．被保佐人との間で不動産の売買契約を締結した者が，保佐人に対し，１か月以上の期間を定

めて，その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし，保佐人がそ

の期間内に確答を発しなかった場合には，その売買契約を追認したものとみなされる。

イ．無権代理人がした売買契約について，その売買契約の相手方が，本人に対し，相当の期間を

定めて，その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし，本人がそ

の期間内に確答をしなかった場合には，その売買契約を追認したものとみなされる。

ウ．債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいるときは，債務者は，弁済の準備をしたことを通

知してその受領の催告をすれば，債務不履行責任を免れる。

エ．債務不履行に基づく解除権が発生した場合，その相手方が，解除権を有する者に対し，相当

の期間を定めて，その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をし，その期間内に

解除の通知を受けなかったときは，解除権は，消滅する。

オ．遺贈義務者が，受遺者に対し，相当の期間を定めて，その期間内にその遺贈の承認又は放棄

をすべき旨の催告をし，受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかった

場合には，その遺贈を放棄したものとみなされる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ
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〔第36問〕（配点：２）

利息に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１

から５までのうちどれか。（解答欄は，［№36］）

ア．留置権者は，留置物から生ずる果実を収取し，他の債権者に先立って，これを自己の債権の

弁済に充当することができるが，その果実は，被担保債権の利息に充当され，なお剰余がある

ときでも，元本に充当することはできない。

イ．債務者が利息の支払を１年分以上延滞し，債権者が催告をしても，債務者がその利息を支払

わないときは，債権者は，これを元本に組み入れることができる。

ウ．主たる債務者の委託を受けないで保証をした保証人が弁済をしたときは，主たる債務者は，

弁済がされた日以後の法定利息をその保証人に支払わなければならない。

エ．売主が，買主から売買代金の一部を受領した後，買主の債務不履行を理由として売買契約を

解除した場合において，売主がその売買代金の一部として受領した金銭を買主に返還するとき

は，その受領の時から利息を付さなければならない。

オ．売買契約において，売主の目的物引渡義務が先履行とされ，かつ，代金の支払について期限

がある場合，買主は，その目的物の引渡しを受けた後も，代金の支払についての期限が到来す

るまでは，利息を支払う必要がない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ
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［刑法］

〔第１問〕（配点：２）

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものの組合せは，後記１

から５までのうちどれか。（解答欄は，［№１］）

ア．不真正不作為犯の作為義務は，法律上の規定に基づかなければならない。

イ．不真正不作為犯が成立するために，作為可能性を必要としない場合もある。

ウ．不真正不作為犯の因果関係が認められるためには，期待された作為をしていれば結果が発生

しなかったことが，合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。

エ．不真正不作為犯は，殺人罪や放火罪については成立するが，財産犯については成立しない。

オ．不作為による放火罪が成立するためには，既発の火力を利用する意思は必ずしも必要ではな

い。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第２問〕（配点：３）

業務妨害罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討し，誤っているものを

２個選びなさい。（解答欄は，[№２］，[№３］順不同）

１．業務妨害罪における「業務」とは，職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事

務又は事業をいい，営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。

２．業務妨害罪における「業務」は，業務自体が適法なものであることを要するから，行政取締

法規に違反した営業行為は「業務」には当たらない。

３．強制力を行使しない非権力的公務は，公務執行妨害罪における「公務」に当たるとともに業

務妨害罪における「業務」にも当たる。

４．威力業務妨害罪における威力を「用いて」といえるためには，威力が直接現に業務に従事し

ている他人に対してなされることを要する。

５．業務妨害罪における「妨害」とは，現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず，業務

を妨害するに足りる行為があることをもって足りる。
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〔第３問〕（配点：４）

次のアからオまでの各事例を判例の立場に従って検討し，（ ）内の甲の行為とＶの死亡との間

に因果関係が認められる場合には１を，認められない場合には２を選びなさい。（解答欄は，アか

らオの順に［№４］から［№８］）

ア．甲は，自宅に遊びに来た友人Ｖの態度に腹を立て，その頭部を平手で１回殴打したところ，

Ｖが家から出て行ったので，謝りながらＶを追い掛けた。Ｖは，甲が謝りながら追い掛けてき

たことに気付いたが，甲と話をしたくなかったので，甲に追い付かれないように，あえて遮断

機が下りていた踏切に入ったところ，列車にひかれ，内臓破裂により死亡した。（甲がＶの頭

部を平手で１回殴打した行為）［№４］

イ．甲は，マンション４階の甲方居間で，Ｖの頭部や腹部を木刀で多数回殴打した。Ｖは，この

ままでは殺されると思い，甲の隙を見て逃走することを決意し，窓からすぐ隣のマンションの

ベランダに飛び移ろうとしたが，これに失敗して転落し，脳挫滅により死亡した。（甲がＶの

頭部や腹部を木刀で多数回殴打した行為）［№５］

ウ．甲は，Ｖに致死量の毒薬を飲ませたが，その毒薬が効く前に，Ｖは，事情を知らない乙に出

刃包丁で腹部を刺されて失血死した。（甲がＶに致死量の毒薬を飲ませた行為）［№６］

エ．甲は，路上でＶの頭部を木刀で多数回殴打し，これにより直ちに治療しなければ数時間後に

は死亡するほどの脳出血を伴う傷害をＶに負わせ，倒れたまま動けないＶを残して立ち去った。

そこへ，たまたま通り掛かった事情を知らない乙が，Ｖの頭部を１回蹴り付け，Ｖは，当初の

脳出血が悪化し，死期が若干早まって死亡した。（甲がＶの頭部を木刀で多数回殴打した行為）

［№７］

オ．甲は，面識のないＶが電車内で酔って絡んできたため，Ｖの顔面を拳で１回殴打したところ，も

ともとＶは特殊な病気により脳の組織が脆弱となっており，その１回の殴打で脳の組織が崩壊

し，その結果Ｖが死亡した。（甲がＶの顔面を拳で１回殴打した行為）［№８］

〔第４問〕（配点：３）

偽造公文書の行使に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討し，正しいもの

を２個選びなさい。（解答欄は，［№９］，［№10］順不同）

１．行使の目的なしに作成された偽造公文書は，偽造公文書行使罪の客体とならない。

２．偽造公文書の内容，形式を口頭で他人に告知するだけでは，偽造公文書行使罪は成立しない。

３．偽造公文書を相手方に示して錯誤に陥れ，相手方から現金の交付を受けた場合，偽造公文書

行使罪は詐欺罪に吸収され，詐欺罪のみが成立する。

４．交際相手と結婚するために自己に生活能力があることを示そうとして，偽造した国家試験合

格証書を当該相手に見せた場合，偽造公文書行使罪が成立する。

５．自動車を運転する際，警察官から運転免許証の提示を求められれば提示するつもりで偽造し

た運転免許証を携帯した場合，偽造公文書行使罪が成立する。



- 4 -

〔第５問〕（配点：２）

次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤っているものはどれか。（解

答欄は，［№11］）

１．甲は，Ｘを眠らせてＸが左腕に着けていた高級腕時計を外して持ち去ろうと考え，Ｘに多量

の睡眠薬を飲ませたが，Ｘが眠らなかったため，Ｘの腕時計に触れることすらできなかった。

甲には昏酔強盗未遂罪が成立する。

２．拘置所に勾留中の甲は，逃走しようと考え，収容されていた房の壁を削り取って穴を開けた

が，その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため，逃走行為に及ばなかった。

甲には加重逃走未遂罪が成立する。

３．甲は，Ｘから現金を脅し取ろうと考え，「殺されたくなければ１００万円をよこせ。」などと

Ｘを恐喝する内容の手紙をポストに投かんし，その手紙はＸ方に配達されたが，手紙を見たＸ

の妻は冗談であると思い，その内容をＸに伝えなかった。甲には恐喝未遂罪が成立する。

４．甲は，Ｘ方の居間に置かれた金庫に多額の現金が入れてあることを知り，これを盗む目的で，Ｘ

方の無施錠のドアから玄関に入ったが，Ｘにその場で発見されたため，逃走した。甲には窃盗

未遂罪が成立する。

５．甲は，Ｘに対し，Ｘの孫を装って電話をかけ，「おじいちゃん。金がなくて困っているので，

今から言う俺の口座に１００万円を送金して。」と言って現金をだまし取ろうとしたが，その

声が孫の声と違うことに気付いたＸは，甲から指定された口座に送金しなかった。甲には詐欺

未遂罪が成立する。

〔第６問〕（配点：２）

次の１から５までの各事例における甲のＶに対する罪責について，判例の立場に従って検討した

場合，甲に殺人罪が成立しないものはどれか。（解答欄は，［№12］）

１．甲は，Ｖには自殺がどのようなものかを理解する能力がなく，しかもＶが甲の命ずることに

は何でも服従するのを利用してＶを死亡させようと考え，Ｖに対して，首を吊る方法を教えた

上，これを実行するよう命じた。Ｖは，甲から命じられたとおりに，教えられた方法で自ら首

を吊って窒息死した。

２．甲は，真冬の深夜，河川堤防でＶに激しい暴行を加えたところ，Ｖは走って逃げ出した。甲

は，逃げるＶを堤防際まで追い詰めれば，逃げ場を失ったＶが堤防から下の川に飛び込んで溺

死するかもしれないがそれでも構わないと考え，Ｖを堤防際まで追い詰めた。逃げ場を失った

Ｖは，甲からの暴行を免れるため，堤防から約３メートル下の川に飛び込んで溺死した。

３．甲は，Ｖから，包丁で腹部を突き刺して殺してほしいと依頼され，これを真意から出た依頼

であると信じて包丁でＶの腹部を突き刺したが，その依頼はＶの冗談であって，Ｖの真意から

出たものではなかった。Ｖは，甲から腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。

４．甲は，妻と話し合って一家心中することとし，妻と５歳になる息子Ｖからそれぞれ一家心中

することの承諾を得た上，妻とＶを殺すため，同人らの腹部を包丁で刺した。妻とＶは，甲か

ら腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。

５．甲は，Ｖから心中を持ち掛けられたことを利用して，Ｖを死亡させようと考え，自らは死ぬ

気がないのに，Ｖとの心中を了承した。Ｖは，甲の真意を知っていれば死ぬことはなかったが，

甲も一緒に死んでくれるものと誤信したまま，甲の目の前で，甲が用意した致死量の毒を飲ん

で中毒死した。
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〔第７問〕（配点：２）

学生Ａと学生Ｂは，次の【事例】における甲の罪責について後記【会話】のとおり検討している。

【会話】中の①から⑧までの（ ）内から適切な語句を選んだ場合，正しいものの組合せは，後記

１から５までのうちどれか。（解答欄は，[№13]）

【事 例】

甲は，乙に対し，殺意をもって，拳銃の引き金を引いて銃弾１発を発射し，乙の胸部に命中さ

せて乙を殺害した。甲が拳銃で乙に狙いを付ける直前，乙は，甲に対し，殺意をもって，拳銃で

狙いを付けて引き金を引こうとしていたものの，甲が発射した銃弾によって死亡したことから，

引き金を引くには至らなかった。なお，甲は，乙が拳銃で自己に狙いを付けていることを知らな

かった。

【会 話】

学生Ａ．甲の行為は，殺人罪の構成要件に該当する。そして，正当防衛の成立要件として，防衛

の意思が必要であると考えると，甲には①（ａ．殺人既遂罪が成立し・ｂ．正当防衛が認

められ），防衛の意思は不要であると考えると，甲には②（ｃ．殺人既遂罪が成立する・

ｄ．正当防衛が認められる）ことになる。

学生Ｂ．最近では，防衛の意思必要説，不要説のいずれからも，甲には殺人未遂罪が成立し得る

という見解が有力に主張されている。防衛の意思必要説からの殺人未遂罪説は，違法性は

行為無価値と結果無価値の総合から構成されるという違法二元論を根拠とし，③（ｅ．行

為無価値の存在と結果無価値の欠如・ｆ．行為無価値の欠如と結果無価値の存在）を理由

に，一方，防衛の意思不要説からの殺人未遂罪説は，④（ｇ．適法・ｈ．違法）な結果が

発生する具体的危険があることを理由に，それぞれ殺人未遂罪が成立し得ると説明してい

る。

学生Ａ．しかし，防衛の意思不要説からの殺人未遂罪説に対しては，⑤（ｉ．「侵害はよいが侵

害を試みることは許されない」・ｊ．「侵害を試みることはよいが侵害は許されない」）こ

とになるとの批判がある。

学生Ｂ．もともと，防衛の意思不要説からの殺人未遂罪説が問題にしている危険は，⑥（ｋ．別

のあり得た違法結果・ｌ．当該結果）を発生させる危険ではなく，⑦（ｍ．別のあり得た

違法結果・ｎ．当該結果）を発生させる危険と言われている。だから，その批判は当たら

ない。

学生Ａ．いずれにせよ，殺人未遂罪説は，実際に乙が死亡しているのだから，罪刑法定主義上，

問題があると思う。

学生Ｂ．刑法第４３条は，「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」と規定しており，これ

を，⑧（ｏ．構成要件的結果・ｐ．構成要件に該当する違法な結果）が発生しなかったと

いう意味に理解すれば，文言解釈としての問題はないと思う。

１．①ａ ②ｄ ③ｅ ④ｈ ⑤ｉ ⑥ｋ ⑦ｎ ⑧ｏ

２．①ｂ ②ｃ ③ｅ ④ｇ ⑤ｊ ⑥ｋ ⑦ｎ ⑧ｐ

３．①ｂ ②ｃ ③ｆ ④ｇ ⑤ｊ ⑥ｋ ⑦ｎ ⑧ｏ

４．①ａ ②ｄ ③ｅ ④ｈ ⑤ｉ ⑥ｌ ⑦ｍ ⑧ｐ

５．①ａ ②ｄ ③ｆ ④ｈ ⑤ｊ ⑥ｌ ⑦ｍ ⑧ｐ
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〔第８問〕（配点：２）

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤っているものの組合せは，後

記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№14］）

ア．準強制わいせつ罪（刑法第１７８条第１項）の「心神喪失」とは，責任能力における心神喪

失と同義である。

イ．第三者の暴行・脅迫によって女子が「抗拒不能」の状態に陥っているのを利用して，同人を

姦淫した場合，準強姦罪（刑法第１７８条第２項）が成立する。

ウ．２名以上の者が，女子を強姦する目的でそれぞれ暴行を加えて同人の反抗を著しく困難な状

態にした上，犯行現場にいる者のうち１名が姦淫行為に及んだ場合，集団強姦罪（刑法第１７８

条の２）が成立する。

エ．女子を強姦する目的で暴行を加えたところ，その暴行によって同人が死亡したため，姦淫す

るに至らなかった場合，強姦致死罪（刑法第１８１条第２項）が成立する。

オ．女子に対して準強制わいせつ罪に当たる行為をし，同人に騒がれて捕まりそうになり，わい

せつな行為を行う意思を喪失してその場から逃走するため同人に暴行を加えて傷害を負わせた

場合，強制わいせつ致傷罪（刑法第１８１条第１項）は成立せず，準強制わいせつ罪と傷害罪

が成立する。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ

〔第９問〕（配点：３）

次の【事例】に関する１から５までの各【記述】を判例の立場に従って検討し，正しいものを２

個選びなさい。（解答欄は，[№15]，[№16]順不同）

【事 例】

Ａは，外国へ旅行に行った際，旅行先で知り合ったＢから，荷物を預けるので手荷物として日

本まで運んでほしいと依頼され，これを了承し，その荷物を日本に持ち込んだが，荷物の中身は

覚せい剤であった。

なお，覚せい剤をみだりに日本に持ち込んだ場合には覚せい剤取締法の輸入罪が成立し，麻薬

をみだりに日本に持ち込んだ場合には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立するものとする。

【記 述】

１．Ａは，Ｂから預かった荷物の中身は「薬物ではない。」と聞かされていたが，「薬物以外の何

か違法なものかもしれない。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合，Ａには覚せい剤取締法

の輸入罪が成立する。

２．Ａは，Ｂから預かった荷物の中身は「覚せい剤である。」と思ったものの，覚せい剤を日本

に持ち込むことは法律上禁止されていないと考えてこれを日本に持ち込んだ場合，Ａには覚せ

い剤取締法の輸入罪が成立する。

３．Ａは，Ｂから預かった荷物の中身は「覚せい剤である。」と聞かされたものの，覚せい剤が

違法な薬物であることを知らず，「覚せい剤とは高価な化粧品のことである。」と認識してこれ

を日本に持ち込んだ場合でも，「覚せい剤」という認識がある以上，Ａには覚せい剤取締法の

輸入罪が成立する。

４．Ａは，Ｂから預かった荷物の中身は「覚せい剤かもしれないし，もしかしたら麻薬かもしれ

ない。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合，Ａには客体の認識に錯誤があり，麻薬及び向

精神薬取締法の輸入罪の法定刑が覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑よりも軽いときには，Ａに

は麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立する。

５．Ａは，Ｂから預かった荷物の中身は「覚せい剤ではないが，麻薬である。」と思ってこれを

日本に持ち込んだ場合，覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑と麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪

の法定刑が同じときには，Ａには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
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〔第10問〕（配点：２）

次の【記述】中の①から⑨までの（ ）内から適切な語句を選んだ場合，正しいものの組合せは，

後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№17］）

【記 述】

強盗罪における強取とは，相手方の反抗を①（ａ．困難にする・ｂ．抑圧する）に足りる程度

の暴行・脅迫を加え，相手方の②（ｃ．意思に反し・ｄ．瑕疵ある意思に基づき），相手方の占

有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転することをいう。強取と③（ｅ．窃盗罪における

窃取・ｆ．恐喝罪における喝取）との区別は，実行行為としての暴行・脅迫の有無であり，強取

と④（ｇ．窃盗罪における窃取・ｈ．恐喝罪における喝取）との区別は，相手方の反抗を①（ａ．

困難にする・ｂ．抑圧する）に足りる程度の暴行・脅迫であるか否か，つまり，暴行・脅迫の程

度である。それゆえ，恐喝罪は，⑤（ｉ．委託物横領罪・ｊ．詐欺罪）と同様，相手方の⑥（ｋ．

意思に反し・ｌ．瑕疵ある意思に基づき），財物を交付させる犯罪である。そして，強盗罪や⑦

（ｍ．窃盗罪・ｎ．恐喝罪）のように，相手方の②（ｃ．意思に反し・ｄ．瑕疵ある意思に基づ

き），相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転する犯罪を⑧（ｏ．奪取罪・ｐ．

交付罪）と呼び，恐喝罪や⑤（ｉ．委託物横領罪・ｊ．詐欺罪）のように，相手方の⑥（ｋ．意

思に反し・ｌ．瑕疵ある意思に基づき），相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に

移転する犯罪を⑨（ｑ．奪取罪・ｒ．交付罪）と呼んで区別することができる。

１．①ａ ②ｃ ③ｅ ④ｈ ⑤ｊ ⑥ｋ ⑦ｎ ⑧ｐ ⑨ｑ

２．①ｂ ②ｃ ③ｅ ④ｈ ⑤ｊ ⑥ｌ ⑦ｍ ⑧ｐ ⑨ｑ

３．①ａ ②ｄ ③ｆ ④ｇ ⑤ｉ ⑥ｌ ⑦ｎ ⑧ｐ ⑨ｑ

４．①ｂ ②ｄ ③ｆ ④ｇ ⑤ｉ ⑥ｋ ⑦ｍ ⑧ｏ ⑨ｒ

５．①ｂ ②ｃ ③ｅ ④ｈ ⑤ｊ ⑥ｌ ⑦ｍ ⑧ｏ ⑨ｒ

〔第11問〕（配点：２）

責任能力に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものは

どれか。（解答欄は，[№18］）

１．ある人が同じ精神の障害の状態にありながら，ある行為については完全な責任能力が認めら

れ，他の行為については完全な責任能力が認められないことがある。

２．心神喪失とは，精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動

する能力のいずれもない状態をいう。

３．心神喪失は，精神の障害がある場合に限られるから，アルコールによって一時的にそのよう

な状態に陥った場合は心神喪失と認めることはできない。

４．心神耗弱は，責任能力が著しく減退しているにすぎないから，その刑を減軽しないこともで

きる。

５．１３歳の少年が人を殺害した場合，少年法の規定に基づく手続を経れば，その少年に刑罰を

科すことができる。
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〔第12問〕（配点：２）

次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤っているものはどれか。（解

答欄は，［№19］）

１．盗品等無償譲受け罪が成立するためには，無償譲受けについて契約を締結しただけでは足り

ず，盗品等が現実に移転されることが必要であるが，盗品等有償譲受け罪は，有償譲受けにつ

いて契約を締結しただけで成立する。

２．盗品等の売買をあっせんすれば，あっせん自体が無償であっても，盗品等有償処分あっせん

罪が成立する。

３．盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は，財産罪に当たる行為によって領得された物であ

ることの認識があれば足り，いかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。

４．盗品等の売買をあっせんすれば，盗品等が現実に移転されなくても，盗品等有償処分あっせ

ん罪が成立する。

５．盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合，当該盗品等有償譲受

け罪の犯人について，その刑は免除される。
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〔第13問〕（配点：２）

教授Ｘと学生Ｙは，事後強盗罪の共犯に関する事例について後記【会話】のとおり検討している。

【会話】中の①から④までの（ ）内から適切な語句を選んだ場合，正しいものの組合せは，後記

１から５までのうちどれか。（解答欄は，[№20]）

【会 話】

教授Ｘ．窃盗犯人甲は，自己を逮捕しようと追い掛けてきた被害者Ｖに対し，逮捕を免れる目的

で，Ｖの反抗を抑圧する程度の暴行を加えました。甲にはどのような犯罪が成立しますか。

学生Ｙ．甲には事後強盗罪が成立します。

教授Ｘ．それでは，甲がＶから追い掛けられている時に，甲の知人乙が，偶然通り掛かり，その

状況から甲がＶの物を盗んだのだと認識し，甲と意思を通じて，甲の逮捕を免れさせる目

的で，Ｖに対し，Ｖの反抗を抑圧する程度の暴行を加えた場合，乙の共犯としての罪責は

どうなりますか。

学生Ｙ．事後強盗罪を真正身分犯と考え，刑法第６５条についての判例の立場に立てば，乙には

①（ａ．刑法第６５条第１項により事後強盗罪・ｂ．刑法第６５条第２項により暴行罪）

が成立します。

教授Ｘ．事後強盗罪を不真正身分犯と考える立場では，乙の共犯としての罪責はどうなりますか。

学生Ｙ．事後強盗罪を不真正身分犯と考えた上で，刑法第６５条第１項は構成的身分及び加減的

身分を通じて，身分犯における共犯の成立の規定であり，同条第２項は加減的身分につい

て刑の個別作用を定めたものと解する立場に立てば，乙には②（ｃ．刑法第６５条第１項

により事後強盗罪が成立するが，同条第２項により暴行罪の刑を科す・ｄ．刑法第６５条

第１項と同条第２項の双方を適用して，暴行罪が成立する）ことになります。

教授Ｘ．事後強盗罪を身分犯と考えない立場では，乙の共犯としての罪責はどうなりますか。

学生Ｙ．事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と考える立場もあります。この立場に立ち，乙に事後

強盗罪が成立するという考え方は，乙の承継的共同正犯を③（ｅ．肯定・ｆ．否定）して

います。

教授Ｘ．事後強盗罪を結合犯と考える立場に対しては，どのような批判がありますか。

学生Ｙ．④（ｇ．窃盗の既遂・未遂によって事後強盗罪の既遂・未遂が決まることを説明できな

い・ｈ．窃盗に着手しただけで事後強盗罪の未遂を肯定することになってしまうのではな

いか）という批判があります。

１．①ａ ②ｄ ③ｅ ④ｇ

２．①ｂ ②ｄ ③ｆ ④ｈ

３．①ａ ②ｃ ③ｅ ④ｈ

４．①ｂ ②ｄ ③ｆ ④ｇ

５．①ａ ②ｃ ③ｅ ④ｇ
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〔第14問〕（配点：３）

証拠隠滅等の罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討し，正しいものを

２個選びなさい。（解答欄は，[№21]，[№22]順不同）

１．甲は，Ａが窃盗被告事件で公判請求されたと知り，同事件に関するＡに有利な情状証拠を隠

匿した。甲には証拠隠滅罪は成立しない。

２．甲は，親族Ａが犯した傷害被疑事件につき，他人を教唆してＡの犯行に関わる証拠を隠滅さ

せた。甲には，親族による犯罪に関する特例（刑法第１０５条）が適用され，証拠隠滅罪の教

唆犯は成立しない。

３．甲は，Ａが犯した殺人被疑事件につき，目撃者Ｂが捜査機関から事情聴取の要請を受けたこ

とを知り，その聴取を妨害するため，Ｂを甲方に２か月間監禁した。甲には証拠隠滅罪が成立

する。

４．甲は，Ａの強盗被告事件に証人として出廷し，法律により宣誓の上，自己の記憶と異なる偽

りの事実を証言し，これに基づく証人尋問調書が作成された。甲には証拠偽造罪が成立する。

５．甲は，自己が犯した強制わいせつ被疑事件に関する証拠の隠滅をＡに教唆して実行させた。

甲には証拠隠滅罪の教唆犯が成立する。

〔第15問〕（配点：３）

結果的加重犯の共同正犯の成立が認められることを前提に，次の【事例】及び各【見解】に関す

る後記１から５までの各【記述】を検討し，誤っているものを２個選びなさい。（解答欄は，［№23］，

［№24］順不同）

【事 例】

甲と乙は，丙に対する傷害を共謀し，共同して木刀で丙の手足を殴打していた際，甲は丙に対

する殺意を抱き，木刀で丙の頭部を殴打し，丙はその殴打により脳挫傷で死亡した。なお，乙は，

甲が殺意を抱いたことを知らなかった。

【見 解】

Ａ説：共同正犯とは，数人が犯罪に至る行為過程を含めた行為を共同することであり，特定の犯

罪を共同して実現する場合はもちろんのこと，単なる行為を共同して各自の意図する犯罪を

実現する場合も，それぞれの行為について共同正犯の成立を認める。

Ｂ説：共同正犯とは，数人の者が共同して特定の犯罪を行うことであり，構成要件の間に重なり

合いがあれば，そのうちのより重い犯罪について共同正犯の成立を認め，軽い犯罪の故意し

かない者には，軽い犯罪の刑を科す。

Ｃ説：共同正犯とは，数人の者が共同して特定の犯罪を行うことであり，構成要件の重なり合う

限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認める。

【記 述】

１．Ａ説からは，甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。

２．Ｂ説からは，甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。

３．Ｂ説に対しては，犯罪の成立と科刑が分離するのは妥当でないと批判できる。

４．Ｃ説からは，甲と乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し，甲には殺人罪の単独犯が成立すると

の結論が導かれる。

５．Ｃ説に対しては，Ａ説やＢ説から，共同正犯の成立範囲が広すぎると批判できる。



- 11 -

〔第16問〕（配点：３）

事後強盗罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討し，正しいものを２個

選びなさい。（解答欄は，［№25］，［№26］順不同）

１．窃盗既遂犯人のみが事後強盗罪の主体となる。

２．事後強盗罪は，強盗罪と同様，財物と財産上の利益について成立する。

３．窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた相手方が，現に当該窃盗犯

人を逮捕する意図を有していなくても，事後強盗罪は成立する。

４．窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合，強盗殺人罪は成立しな

い。

５．強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」には，事後強盗を犯す目的も含まれる。

〔第17問〕（配点：２）

次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤っているものはどれか。（解

答欄は，［№27］）

１．甲は，酒に酔った状態で，自動車を無免許で運転した。甲には酒酔い運転の罪と無免許運転

の罪が成立し，これらは観念的競合となる。

２．甲及び乙は，対立する暴走族の構成員を襲撃することを共謀し，同構成員であるＸ，Ｙ及び

Ｚに対し，殴る蹴るの暴行を加え，それぞれに傷害を負わせた。甲及び乙にはそれぞれ３個の

傷害罪が成立し，これらは併合罪となる。

３．甲は，乙がＸ及びＹを殺害するつもりでいることを知ったことから，凶器としてナイフ１本

を乙に手渡したところ，乙は，同ナイフを用いてＸ及びＹを殺害した。甲には２個の殺人幇助

の罪が成立し，これらは併合罪となる。

４．甲は，離婚した元妻Ｘを殺害する目的で，深夜，Ｘの母親Ｙ宅に侵入し，その場にいたＸ，

Ｙ及びＹの子Ｚを順次殺害した。甲には１個の住居侵入罪と３個の殺人罪が成立するが，住居

侵入罪と各殺人罪は牽連犯となり，全体が科刑上一罪となる。

５．甲は，身の代金を得る目的でＸを拐取し，更にＸを監禁し，その間にＸの近親者に対して身

の代金を要求した。甲には身の代金目的拐取罪，拐取者身の代金要求罪及び監禁罪が成立し，

身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪は牽連犯となり，これらの各罪と監禁罪は併合罪

となる。
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〔第18問〕（配点：２）

次の【事例】に関する後記１から５までの甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合，甲に（ ）

内の犯罪が成立しないものはどれか。（解答欄は，［№28］）

【事 例】

甲は，Ａ方から高価な壺を盗み出した。Ａは，これに気付いて甲を追い掛けたが，甲は，逃げ

切って帰宅し，盗んだ上記壺を自宅のテーブルに置いていた。警察官は，甲の本件窃盗事件の捜

査を開始した。

１．警察官は，甲を立会人として本件窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づき甲方を捜索中，テー

ブルに上記壺が置かれているのを発見し，これを差し押さえようとして手を伸ばしたところ，

甲は，腹立ち紛れにその壺を取り上げ，その場で床にたたき付けて粉々に割った。（公務執行

妨害罪）

２．甲は，自宅において，本件窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づく捜索を受けた際，自宅に

隠し持っていた覚せい剤が警察官に発見されることを恐れ，これを密かにトイレに流した。（証

拠隠滅罪）

３．甲は，本件窃盗事件で通常逮捕され，警察署において弁解録取の手続を受けた際，警察官が

甲の供述を記載した弁解録取書を手に取って破った。（公用文書毀棄罪）

４．甲は，本件窃盗事件について発付された勾留状の執行により留置施設に留置されていたが，

留置担当者の隙を見て同施設から外へ逃走した。(単純逃走罪）

５．甲は，本件窃盗事件について犯人ではないと否認していたが，公判請求され，公判でＡが被

害状況を証言したことを逆恨みし，公判係属中，Ａに対して「自分が有罪になったら，Ａの自

宅へ行って直接会ってお礼をさせてもらう。」旨の手紙を送り，Ａはこれを読んで不安に思っ

た。（証人威迫罪）

〔第19問〕（配点：２）

罪刑法定主義に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものの組合せは，後記１から５

までのうちどれか。（解答欄は，［№29］）

ア．犯罪と刑罰は，「法律」によって定められていなければならず，この「法律」には，法律の

委任を受けた政令，条例及び慣習法が含まれる。

イ．行為の時に適法であった行為を，その後の法律によって遡って犯罪とすることは，許されな

い。

ウ．ある刑罰法規につき，条文の文言を，語義の可能な範囲内で通常の意味よりも広げて解釈す

ることは，許されない。

エ．刑の長期と短期を定めて言い渡し，現実の執行期間をその範囲内において執行機関の裁量に

委ねることは，許されない。

オ．ある刑罰法規が，犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定している場合，当該刑罰

法規は違憲である。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ
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〔第20問〕（配点：４）

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し，正しい場合

には１を，誤っている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからオの順に[№30］から[№34］）

【事 例】

借金の返済に苦しんでいた甲とその内縁の妻乙は，Ａ市が発行した乙を被保険者とする国民健

康保険被保険者証の氏名を乙から実在しない丙に改変し，丙になりすまして消費者金融会社から

借入れをして現金を手に入れることを相談した。甲と相談したとおり，乙は，上記国民健康保険

被保険者証の被保険者氏名欄に乙とあるのを丙と書き換えた。そして，乙は，消費者金融会社の

無人借入手続コーナーにおいて，借入申込書に丙の氏名を記載し，丙と刻した印鑑を押捺するな

どして丙名義の借入申込書１通を完成させた上，同申込書及び氏名を丙に改変した上記国民健康

保険被保険者証の内容を，同コーナーに設置された機械を使用し，同機械に接続されている同社

本店の端末機に送信し，同社の貸付手続担当者に対し，丙であるかのように装って１００万円の

借入れを申し込んだ。同担当者は，当該申込みをした者が真実丙であり，かつ，貸付金は約定の

とおりに返済されるものと誤信し，同社の貸付システムに従って丙名義の借入カードを上記コー

ナーに設置された機械から発券した。乙は，その場で同カードを入手し，同カードを現金自動入

出機に挿入して同機から現金１００万円を引き出した。その後，乙は，上記行為に及んだことを

後悔し，自宅で，甲に一緒に自首をしようと持ち掛けた。甲は，これを聞いて激高し，乙を窒息

死させようと考え，その首を絞めたところ，乙は首を絞められたことによるショックで心不全に

なり死亡した。甲は，乙の死亡から約３０分後，死亡して横たわっている乙の指に時価２０万円

相当の乙の指輪がはめてあることに気が付き，同指輪を奪って逃走した。

【記 述】

ア．乙が国民健康保険被保険者証の被保険者氏名欄を丙と書き換えた行為については，単に文書

の内容を書き換えたにすぎないから，甲と乙には，公文書偽造罪ではなく，公文書変造罪が成

立する。[№30］

イ．乙が丙名義の借入申込書を作成した行為については，丙が実在しなくても，一般人をして真

正に作成された文書であると誤信させる危険があるから，甲と乙には有印私文書偽造罪が成立

する。[№31］

ウ．甲と乙は，当初から現金１００万円を手に入れる目的で丙名義の借入カードを入手し，同カー

ドを利用して現金１００万円を引き出したのだから，甲と乙には現金１００万円について詐欺

罪が成立する。[№32］

エ．甲は，乙を窒息死させようとしていたが，乙はそれとは別の原因で死亡するに至ったのであ

るから，甲には，乙の首を絞めて死亡させた行為について殺人既遂罪は成立せず，殺人未遂罪

と過失致死罪が成立する。[№33］

オ．甲が乙の指輪を奪った行為については，その時点で乙は既に死んでいるから，甲には，窃盗

罪ではなく，占有離脱物横領罪が成立する。[№34］


