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［憲法］

〔第１問〕（配点：２）

公権力との間で特別な法律関係にある個人に対する人権の制約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．公務員の労働基本権の制限に関し，全農林警職法事件判決（最高裁判所昭和４８年４月２５

日大法廷判決，刑集２７巻４号５４７頁）以降の最高裁判所の判例は，職務の内容にかかわ

らず公務員の争議行為を一律に禁止することについて，合憲とする判断を維持している。

イ．公権力が特別権力関係に属する個人に対して包括的な支配権を有し，その個人の人権を法律

の根拠なくして制限することができるほか，特別権力関係内部における公権力の行為は司法

審査に服さないとする特別権力関係論は，日本国憲法の下では妥当し難い。

ウ．かつて特別権力関係とされた在監関係につき，現在では，刑事収容施設及び被収容者等の処

遇に関する法律において刑事施設被収容者の権利義務が明確化され，書籍等の閲覧，外部の

者との面会及び信書の発受の各制限についてその要件が法定されたことにより，刑事施設の

長らはそれらの制限の可否について裁量を失った。

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２問〕（配点：３）

夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法第７５０条の規定が，

憲法第１３条の規定に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決（最高裁判所平成２７

年１２月１６日大法廷判決，民集６９巻８号２５８６頁）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[№２]から[№４]）

ア．前記判決は，氏名について，その個人からみれば，人が個人として尊重される基礎であり，

その個人の人格の象徴であって，人格権の一内容を構成するが，具体的な法制度を離れて，

氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し，違憲であるか否かを論ずるのは相

当ではないとした。[№２]

イ．前記判決は，氏には，名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称と

しての意義があるとの点を強調して，婚姻を含めた身分関係の変動に伴って自らの意思に関

わりなく氏が改められるとしてもやむを得ないという結論を導いている。[№３]

ウ．前記判決は，現行の法制度の下における氏の性質等に鑑み，婚姻の際に「氏の変更を強制

されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるといえるとしつつも，

結論として，民法第７５０条の規定が憲法第１３条に違反するとまではいえないとした。[№

４]
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〔第３問〕（配点：３）

日本国民である父親から出生後に認知された子の日本国籍の取得をめぐる国籍法違憲判決（最高

裁判所平成２０年６月４日大法廷判決，民集６２巻６号１３６７頁）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[№５]から[№７]）

ア．前記判決は，日本国民を血統上の親として出生しながら，日本国籍を生来的に取得できなか

った子について，日本国籍を生来的に取得した子よりも日本国籍の取得の要件を加重すべきで

あるとする立法目的には，法律婚を尊重する観点から合理的な根拠があるとした。[№５]

イ．前記判決は，日本国民である父親から出生後に認知された子について，父母の婚姻が日本国

籍の取得の要件とされている点をして，立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく

超える手段を採用したものであるとした。[№６]

ウ．前記判決は，婚姻関係にない父母から出生した子について将来にわたって不合理な偏見を生

じさせるおそれがあることなどを指摘し，父母の婚姻という事柄をもって日本国籍の取得の要

件に区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要

であるとした。[№７]

〔第４問〕（配点：３）

思想・良心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[№８]から[№10]）

ア．企業が従業員を採用するに際して，その者の在学中における団体加入や学生運動参加の事実

の有無について申告を求めることは，その事実がその者の思想・良心と全く関係ないものでは

ないから，違法である。[№８]

イ．市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は，音楽専

科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり，当該教諭が特定の思想を有するという

ことを外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。[№９]

ウ．公立高等学校の卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は，学校の儀礼的行事にお

ける慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり，同校の校長が教諭に当該行為を

命じても，当該教諭の思想・良心の自由を何ら制約するものではない。[№10]
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〔第５問〕（配点：３）

いわゆる政教分離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[№11]から[№13]）

ア．国公有地が特定の宗教的施設の敷地として無償提供された場合に政教分離原則に違反するか

否かを判断するに当たり，当該宗教的施設の性格，当該無償提供に至る経緯及びその提供の態

様については考慮に入れるべきであるが，これらに対する一般人の評価についてまで考慮に入

れることは，多数者による少数者の宗教的抑圧につながるおそれがあるので相当ではない。[№

11]

イ．宗教上の祝典，儀式，行事については，その目的が宗教的意義を持ち，その効果が宗教に対

する援助，助長，促進又は圧迫，干渉等になるような行為であれば，憲法第２０条第３項によ

り禁止される「宗教的活動」に含まれるが，その判断に当たっては，社会通念に従って客観的

になされなければならないから，行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで

考慮に入れるべきではない。[№12]

ウ．地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してき

たところ，当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要が

ある一方で，当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると，信教の自由に重大な不利益を

及ぼしかねないことなどの事情がある場合には，当該町内会に当該公有地を譲与したとしても

直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。[№13]

〔第６問〕（配点：３）

公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに，政治的意見を記載したビラを投かんす

る目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決（平成２０年４

月１１日第二小法廷判決，刑集６２巻５号１２１７頁）に関する次のアからエ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，アからエの

順に[№14]から[№17]）

ア．前記判決は，被告人らによる政治的意見を記載したビラの配布は，表現の自由の行使という

ことができ，その行為を刑法第１３０条前段の罪により処罰することは，表現そのものを処罰

することの憲法適合性が問題となるとした。[№14]

イ．前記判決は，表現の自由は，送り手の情報が妨げられることなく受け手に受領されることを

当然に内包しており，本件で被告人らの行為に刑事罰を科すことは，本件公務員宿舎の居住者

が情報に接する機会を奪い，その受領権を侵害することになるとした。[№15]

ウ．前記判決は，本件立入りの場所が自衛隊・防衛庁当局が管理するものであることから，いわ

ゆるパブリック・フォーラムたる性質を持つものであることを前提としつつ，判示したもので

ある。[№16]

エ．前記判決の後の判決（最高裁判所平成２１年１１月３０日第二小法廷判決，刑集６３巻９号

１７６５頁）では，政党のビラを配布するために民間の分譲マンションの各住戸の廊下等共用

部分に立ち入った行為につき，表現の自由の重要性に鑑み，当該マンションの管理者が商業的

な宣伝・広告のビラのみならず政党のビラを配布することまで禁止するのは合理性を欠くとし

て，かかる行為を刑法第１３０条の罪に問うことは憲法第２１条第１項に反する旨判示された。

[№17]
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〔第７問〕（配点：２）

取材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，

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，[№18]）

ア．報道機関の取材結果に対する裁判所による提出命令の可否の判断に当たっては，個別事情を

考慮することなく，公正な刑事裁判の一般的価値とこれと対立する取材の自由・報道の自由の

一般的価値とを比較衡量して判断するという手法によるのが相当である。

イ．適正迅速な捜査は公正な刑事裁判の不可欠の前提であることから，取材の自由に対する制約

の許否に関しては捜査と公判とで本質的な差異はなく，したがって，差押えの主体にかかわら

ず，報道機関の取材結果に対する差押えの可否を判断する際の基本的な考え方は変わらない。

ウ．民事訴訟における，報道関係者による取材源に係る証言拒絶は，当該報道が公共の利益に関

わり，取材方法が適切であり，取材源が秘密の開示を承諾していない場合には，当該民事事件

が社会的意義や影響のある重大な民事事件であっても，原則として許容される。

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８問〕（配点：２）

憲法第２２条第１項の解釈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，[№19]）

ア．農業災害補償法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然に加入させる仕組みを採用したこ

との合憲性は，当該仕組みが国民の主食である米の生産の確保と稲作を行う自作農の経営の保

護を目的とすることから，必要最小限度の規制であるか否かによって判断される。

イ．憲法第２２条第１項は職業選択の自由を保障しているが，いわゆる営業の自由は，財産権の

行使という側面を併せ有することから，同項及び第２９条第１項の規定によって根拠付けられ

る。

ウ．職業の許可制は，狭義の職業の選択の自由そのものに制約を課す強力な制限であるため，社

会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置であっても，より緩やかな規制によっ

てはその目的を十分に達することができない場合でなければ，合憲性を肯定し得ない。

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：２）

第三者所有物没収事件判決（最高裁判所昭和３７年１１月２８日大法廷判決，刑集１６巻１１号

１５９３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，[№20]）

ア．前記判決は，被告人以外の第三者の所有物（以下「第三者所有物」という。）を没収する場

合において，当該第三者に対し告知，弁解，防御の機会を与えることなくその所有物を没収す

ることは，適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科するに外ならない旨判示し

た。

イ．前記判決は，被告人に対する附加刑として科される第三者所有物に対する没収の言渡により，

当該第三者の占有権が剥奪されるにとどまり，所有権剥奪の効果は生じないことを，その判断

の前提としている。

ウ．前記判決では，第三者所有物について没収の言渡を受けた被告人は，その没収の裁判の違憲

を理由として上告することができるとされた。

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10問〕（配点：２）

生存権とこれを具体化した法制度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，[№21]）

ア．国民年金制度は，憲法第２５条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度である

から，同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は，立法府の

広い裁量にゆだねられており，著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱，濫用とみざるを得な

いような場合を除いて，裁判所が審査判断するに適しない事柄であり，何ら合理的理由のない

不当な差別的取扱いがあっても，憲法第１４条違反の問題は生じ得ない。

イ．憲法第２５条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は，きわめて抽象的・相対的な概念

であって，その具体的内容は，その時々における文化の発達の程度，経済的・社会的条件，一

般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるから，国の立法

として具体化される場合にも，国の財政事情は考慮されるべきではない。

ウ．国は，難民条約の批准及びこれに伴う国会審議等を契機に，外国人に対する生活保護につい

て一定の範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めるに至ったものであり，少なく

とも永住外国人にも憲法第２５条第１項の保障が及ぶものとなったと解すべきであるから，生

活保護法の適用対象となる「国民」には永住外国人も含まれる。

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×
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〔第11問〕（配点：２）

刑事補償請求権に関する次の学生アからエまでの各発言について，正しいものの組合せを，後記

１から６までの中から選びなさい。（解答欄は，[№22]）

ア．「抑留又は拘禁という人権制限措置を受けたけれども結果として無罪とされた者に，相応の

補償をすることによって，公平の要請を満たそうとするのが憲法第４０条なんだね。」

イ．「無罪判決を受けた刑事被告人が，抑留又は拘禁されたことを理由に，憲法第１７条に定め

る国家賠償を求め得るケースはあり得ないからね。」

ウ．「憲法第４０条は『無罪の裁判を受けたとき』について定めているけど，この文言の意味に

ついて，無罪判決が確定したとき又は一旦確定していた有罪判決が再審の結果取り消されて無

罪が言い渡されたときを意味すると解する説によれば，同条は免訴や公訴棄却の裁判を受けた

場合についても補償することを要請していることになるよ。」

エ．「不起訴となった事実Ａに基づく抑留又は拘禁であっても，そのうちに実質上は無罪となっ

た事実Ｂについての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは，その部分の抑留又は

拘禁も憲法第４０条の『抑留又は拘禁』に包含されるとした最高裁判所の判例があったな。」

１．ア イ ２．ア ウ ３．ア エ ４．イ ウ ５．イ エ ６．ウ エ

〔第12問〕（配点：３）

天皇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[№23]から[№25]）

ア．天皇の人権には，天皇の象徴たる地位に基づく制約があり，特定の政党に加入することや国

籍を離脱することは認められないが，学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般

の国民と同等に保障されている。[№23]

イ．判例は，天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み，天皇には民事裁

判権が及ばないとし，摂政についても，天皇の名でその国事に関する行為を行うことから同

様であるとしている。[№24]

ウ．憲法第２条は，皇位が世襲のものである旨定めているところ，その具体的な在り方を定める

皇室典範において，皇位の継承において皇長子の長子より皇次子を優先させることとしても

憲法に反するものではない。[№25]

〔第13問〕（配点：３）

選挙権及び選挙制度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[№26]から[№28]）

ア．憲法は，国民主権の原理に基づき，国民に対して，両議院の議員の選挙において投票をする

ことによって国の政治に参加することができる権利の保障は認めているが，投票をする機会

の平等までは保障していない。[№26]

イ．選挙運動の一つの手段である政見放送において，政見放送の品位を損なう言動を禁止した公

職選挙法第１５０条の２の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は，法的に保護さ

れた利益とはいえず，したがって，上記言動がそのまま放送されなかったとしても，法的利

益の侵害があったとはいえない。[№27]

ウ．憲法は，両議院の議員の選挙において投票をすることを，一定の年齢に達した国民の固有の

権利として保障しており，自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制

限をすることは別として，選挙権又はその行使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。[№28]
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〔第14問〕（配点：３）

政党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[№29]から[№31]）

ア．憲法には政党について直接規定されていないが，政党は，憲法の定める議会制民主主義を支

える上で極めて重要な存在であることから，憲法は，政党の存在を当然に予定しているとする

のが判例の立場である。[№29]

イ．憲法第５１条は，「両議院の議員は，議院で行つた演説，討論又は表決について，院外で責

任を問はれない。」と定め，国民の代表たる国会議員の職務執行の自由を保障しているから，

議院内での国会議員による発言や表決を理由にその所属政党が除名処分をすることはできな

い。[№30]

ウ．政党がその所属党員に対してした除名その他の処分の当否について，裁判所は，原則として

適正な手続にのっとってされたか否かを審査して判断すべきであり，一般市民としての権利利

益を侵害する場合に限り処分内容の当否を審査できるとするのが判例の立場である。[№31]

〔第15問〕(配点：２）

国会の立法手続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，[№32]）

ア．国会の活動につき，憲法は，常会（第５２条），臨時会（第５３条），特別会（第５４条第１

項）というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し，国会法は，会期内に議決に至

らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。

イ．国会の議事手続については両議院の自主性を尊重すべきであるから，裁判所としては，法律

制定の議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効無効を判断すべきではないというのが

判例の立場である。

ウ．内閣の法律案提出権が認められるのは，議院内閣制においては国会と内閣との協働が当然に

要請されており，憲法第７２条の「議案」に法律案も含まれるからであるとの立場に立ったと

しても，法律により内閣の法律案提出権を否定することができる。

１．ア〇 イ〇 ウ〇 ２．ア〇 イ〇 ウ× ３．ア〇 イ× ウ〇

４．ア〇 イ× ウ× ５．ア× イ〇 ウ〇 ６．ア× イ〇 ウ×

７．ア× イ× ウ〇 ８．ア× イ× ウ×
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〔第16問〕（配点：３）

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，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[№33]から[№35]）

ア．憲法は閣議について規定していないが，内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責

任を負うとする憲法第６６条第３項の趣旨により，会合しないで文書を各大臣間に持ち回って

署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。[№33]

イ．内閣の総辞職について規定している憲法第７０条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは，内

閣総理大臣が死亡した場合のほか，憲法第５８条第２項に基づき内閣総理大臣が除名により国

会議員の地位を失った場合に限られる。[№34]

ウ．憲法第７３条第６号は，内閣の政令制定権を規定しているところ，法律を執行するための必

要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが，既

存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。[№35]

〔第17問〕（配点：２）

最高裁判所の規則制定権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．最高裁判所は，裁判所の内部規律に関する事項について規則を定める権限を有するが，憲法

第７６条第３項は，すべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されると定めているから，裁判官

を対象とする事項を規則で制定することはできない。

イ．最高裁判所の制定する規則は，その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限ら

れないという点で，議院規則と異なる性質を有する。

ウ．「この法律に定めるもののほか，非訟事件の手続に関し必要な事項は，最高裁判所規則で定

める。」との非訟事件手続法第２条の規定は，憲法第７７条第１項において規則の対象とされ

ている「訴訟に関する手続」に非訟事件の手続が含まれないとの立場を前提としている。

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×
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〔第18問〕（配点：２）

裁判所の違憲審査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，[№37]）

ア．裁判所は，処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断

に当たり，その規制目的や当該目的達成の手段としての合理性等を審査する場合がある。

イ．合憲限定解釈は，合憲性が争われている法令について法令違憲との判決を下すことを回避す

る手段の一つである。

ウ．合憲的な適用であることが明らかである場合には，適用された法令に合憲的に適用できる部

分と違憲的に適用される可能性のある部分とが不可分の関係で含まれていたとしても，法令違

憲と判断する余地はないことになる。

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19問〕（配点：３）

財政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[№38]から[№40]）

ア．「租税を除く外，国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業

における専売価格若しくは事業料金については，すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければ

ならない。」と規定する財政法第３条について，その根拠を憲法第８３条の財政民主主義に求める

見解に対しては，財政法第３条は，具体的な金額又は金額算定基準まで法律によって定めることま

で要求していないのであるから，憲法第８３条と矛盾することになるとの批判が妥当する。[№38]

イ．最高裁判所の判例によれば，個人への特別の給付に対する反対給付として当該個人に対して課す

る国民健康保険料のような金銭給付は憲法第８４条の「租税」には当たらないと狭く解したとして

も，「租税」以外の公課の賦課要件について定めた条例が憲法第８４条の趣旨に反することはあり

得る。[№39]

ウ．国費を支出するには国会の議決に基づくことを必要とするが，国費の支出に関する国会の議決は

使途の確定した支出についてなされるべきものであるから，使途が未確定である予備費を設けるこ

とについては国会の議決を要しない。[№40]
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〔第20問〕（配点：２）

憲法改正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，[№41]）

ア．憲法改正には，国民投票において「その過半数の賛成」を必要とするとされているが，日本

国憲法の改正手続に関する法律によって，「その過半数」とは，有権者総数の過半数を意味す

るとされている。

イ．憲法第９６条第２項は，国民の承認を経た憲法改正について，「直ちにこれを公布する」と

定めているが，ここで「直ちに」とされているのは，公布を恣意的に遅らせてはならないこと

を定めたものである。

ウ．憲法を始源的に創設する「憲法制定権力」と憲法によって与えられた「憲法改正権」とは同

質であるとの見解は，憲法改正の限界について理論上限界はないとする立場の根拠となり得

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×
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［民法］

〔第１問〕（配点：２）

Ａが１９歳で，親権に服する男性であることを前提として，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，[№１]）

ア．Ａがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締

結した場合には，その売買契約がその営業に関しないものであっても，Ａは，その売買契約

を取り消すことができない。

イ．Ａの親権者が，新聞配達のアルバイトによりＡが得る金銭の処分をＡに許していた場合に

おいて，Ａがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは，Ａがその売買契

約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても，Ａは，その売買契約を取り消

すことができない。

ウ．Ａがその親権者の同意を得ずにＡＢ間に生まれた子を認知した場合であっても，Ａは，そ

の認知を取り消すことができない。

エ．Ａが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも，Ａが成年に達す

るまでは，家庭裁判所は，Ａについて後見開始の審判をすることができない。

オ．Ａが相続によって得た財産から１００万円をＢに贈与する旨の契約を書面によらずに締結

した場合において，書面によらない贈与であることを理由にＡがその贈与を撤回したときで

も，Ａが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは，Ａは，贈与の撤回を取

り消すことができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第２問〕（配点：２）

被保佐人Ａが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにＢに対してＡ所有の甲土

地を売り渡したことを前提として，当該売買契約の効力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，[№２]）

ア．ＢがＡの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを１か月の期間を定

めて催告した場合において，保佐監督人があるときは，保佐人が保佐監督人の同意を得てそ

の期間内に追認の確答を発しなければ，当該売買契約を取り消したものとみなされる。

イ．ＢがＡに対し当該売買契約について保佐人の追認を得ることを１か月の期間を定めて催告

した場合において，Ａがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは，当該売買

契約を取り消したものとみなされる。

ウ．Ａが行為能力者となった後に，ＢがＡに対し当該売買契約を追認するかどうか確答するこ

とを１か月の期間を定めて催告した場合において，Ａがその期間内に確答を発しないときは，

当該売買契約を追認したものとみなされる。

エ．Ａが行為能力者となった後に，ＡがＢから甲土地の所有権移転登記手続の請求を受けたと

きは，当該売買契約を追認したものとみなされる。

オ．Ａが行為能力者となった後に，Ａが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したときは，当該

売買契約を追認したものとみなされる。

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

失踪宣告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，[№３]）

ア．沈没した船舶の中に在ったＡについて失踪宣告がされた場合には，Ａはその沈没事故の後

１年が経過した時に死亡したものとみなされる。

イ．Ａの生死が７年間明らかでなかったことから，Ａについて失踪宣告がされた場合には，Ａ

は，７年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。

ウ．Ａの生死が７年間明らかでなかったことから，Ａについて失踪宣告がされ，Ａが死亡した

ものとみなされた後にＡの生存が判明した場合でも，失踪宣告がされた後にＡがした売買契

約は，失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。

エ．Ａの生死が７年間明らかでなかったことから，Ａについて失踪宣告がされ，Ａが死亡した

ものとみなされた後に，Ａの子であるＢがＡ所有の甲土地を遺産分割により取得した。その

後，Ｂは，Ｃに甲土地を売却したが，その売却後にＡの生存が判明し，Ａの失踪宣告は取り

消された。その売買契約の時点で，Ａの生存についてＢが善意であっても，Ｃが悪意である

ときは，Ｃは，甲土地の所有権を取得することができない。

オ．Ａの生死が７年間明らかでなかったことから，Ａについて失踪宣告がされ，Ａが死亡した

ものとみなされた後に，Ａの生存が判明したが，失踪宣告が取り消されずにＡが死亡した場

合には，もはやその失踪宣告を取り消すことができない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第４問〕（配点：２）

虚偽表示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，[№４]）

ア．甲土地を所有するＡがＢと通謀して甲土地をＢに仮装譲渡し，ＡからＢへの所有権移転登

記がされた後，Ｂの債権者Ｃが甲土地を差し押さえた場合において，その差押えの時にＣが

仮装譲渡について善意であったときは，Ａは，Ｃに対し，Ｂへの譲渡が無効であることを主

張することができない。

イ．甲土地を所有するＡがＢと通謀して甲土地をＢに仮装譲渡した後に，ＣがＢとの間で甲土

地についてＣを予約者とする売買予約を締結した場合，仮装譲渡についてＣが予約成立の時

に善意であっても，予約完結権行使の時に悪意であれば，Ｃは，Ａに対し，甲土地の所有権

を主張することができない。

ウ．甲土地を所有するＡがＢと通謀して甲土地にＢのための抵当権設定を仮装した後，その抵

当権設定が仮装であることについて善意のＣがＢから転抵当権の設定を受け，その旨の登記

がされた場合には，Ａは，Ｃに対し，原抵当権の設定が無効であることを主張することがで

きない。

エ．甲土地を所有するＡがＢと通謀して甲土地をＢに仮装譲渡し，ＡからＢへの所有権移転登

記がされた後に，Ｂが死亡した場合において，Ｂが死亡した時にＢの相続人であるＣが仮装

譲渡について善意であったときは，Ａは，Ｃに対し，甲土地の所有権を主張することができ

ない。

オ．甲土地を所有するＡがＢと通謀して甲土地をＢに仮装譲渡し，ＡからＢへの所有権移転登

記がされた後に，ＢがＣに甲土地を譲渡し，さらに，ＣがＤに甲土地を譲渡した場合におい

て，Ｃが仮装譲渡について悪意であったときは，Ｄが仮装譲渡について善意であったとして

も，Ａは，Ｄに対し，甲土地の所有権を主張することができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ
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〔第５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，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，[№５]）

ア．代理人が自己又は第三者の利益を図るために契約をした場合において，それが代理人の権

限内の行為であるときは，本人は，代理人の意図を知らなかったことについて相手方に過失

があったとしても，その行為について責任を免れることができない。

イ．第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は，その他人に代理権が与えられて

いないことをその第三者が知り，又は過失によって知らなかったことを主張立証すれば，そ

の表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れる。

ウ．権限外の行為の表見代理は，代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有

すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。

エ．代理権消滅後の表見代理は，相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消

滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。

オ．相手方から履行の請求を受けた無権代理人は，表見代理が成立することを理由として無権

代理人の責任を免れることはできない。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第６問〕（配点：２）

時効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，[№６]）

ア．買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は，買主が目的物の引渡し

を受けた時から進行を始める。

イ．遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は，時効に

よって消滅することはない。

ウ．相続財産に関しては，相続財産管理人が選任された場合でも，相続人が確定するまでの間

は，時効は完成しない。

エ．主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には，その保証人に対しても

その効力を生ずる。

オ．債務者が，消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合に

は，時効完成の事実を知らなかったときでも，その後その時効を援用することは許されない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔第７問〕（配点：２）

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，[№７]）

ア．ＡからＢ，ＢからＣに甲土地が順次売却され，それぞれその売買代金が支払われたが，所

有権の登記名義がＡのままである場合，Ｃは，Ｂに代位して，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はできない。

イ．Ａ所有の甲土地及び乙土地に抵当権を有するＢは，甲土地の抵当権設定の登記の抹消をす

るつもりで，誤って乙土地の抵当権設定の登記の抹消を申請し，その旨の登記がされた。こ

の場合でも，Ｂは，乙土地の抵当権設定の登記の抹消後に上記事情を知らずに乙土地に抵当

権の設定を受けたＣに対し，Ｂの抵当権が優先することを主張することができる。

ウ．Ａは，Ｂから代理権を与えられていないのに，Ｂの代理人として，Ｃとの間で，Ｂ所有の

甲土地にＣの債権を担保するための抵当権設定契約を締結し，その旨の登記がされた。この

場合において，Ｂがその抵当権設定契約を追認したときは，Ｂは，Ｃに対し，その抵当権設

定の登記の無効を主張することはできない。

エ．Ａは，Ｂ所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが，Ｃと通謀してその建物

についてＡからＣへの所有権移転登記をした。Ｃが実際にはその建物を所有したことがない

場合でも，Ｃは，Ｂに対し，建物収去土地明渡の義務を負う。

オ．Ａは，その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について，新たな保存登記をせずに

甲建物の登記を流用して，Ｂとの間で，停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権

保全の仮登記をし，その後，代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合，

その本登記は無効である。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第８問〕（配点：２）

物権の消滅等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，[№８]）

ア．ＡとＢが甲土地を共有している場合において，Ａがその共有持分を放棄したときは，Ａの

共有持分はＢに帰属する。

イ．Ａ所有の甲土地には，第一順位の抵当権を有しているＢと第二順位の抵当権を有している

Ｃがおり，他には抵当権者がいない場合，ＣがＡから甲土地を譲り受けたときでもＣの抵当

権は消滅しない。

ウ．Ａ所有の甲土地についてＢが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ，

甲土地上にＢが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に，甲土地にＣのための抵当権

が設定され，その旨の登記がされた場合には，その後にＡが単独でＢを相続したときでも，

その地上権は消滅しない。

エ．ＡとＢは，建物所有目的で，ＣからＣ所有の甲土地を賃借した。その後，Ｃが死亡してＡ

が単独で甲土地を相続した場合，Ａの賃借権は消滅しない。

オ．Ａ所有の甲土地についてＢが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ，

甲土地上にＢが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に，乙建物にＣのための抵当権

が設定され，その旨の登記がされた。その後，Ｂは，Ａに対し，その地上権を放棄する旨の

意思表示をした。この抵当権が実行され，Ｄが乙建物を取得した場合，Ｄは，Ａに対し，地

上権を主張することができない。

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

物権についての費用負担，償金等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，[№９]）

ア．ＡとＢが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じ

た場合，甲土地の所有者Ａは，公道に至るため，Ｂの所有する乙土地を通行することができ

るが，その通行について償金を支払う必要がある。

イ．２棟の建物がその所有者を異にし，かつ，その間に空地があるときは，各所有者は，他の

所有者と共同の費用で，その境界に囲障を設けることができる。

ウ．Ａ所有の主たる動産とＢ所有の従たる動産が，付合により，損傷しなければ分離すること

ができなくなったときは，その合成物の所有権はＡに帰属するが，ＢはＡに対して償金を請

求することができる。

エ．ＡとＢが建物を共有する場合において，ＡがＢの持分に応じた管理費用について立替払を

し，Ｂに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず，Ｂがその義務を１年以内に履

行しないときは，Ａは，相当の償金を支払ってＢの持分を取得することができる。

オ．Ａが，その所有する甲土地の排水を通過させるため，甲土地より低地である乙土地の所有

者Ｂが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合，Ａは，その利益を受ける割合に応じて，

同設備の保存費用を分担する必要があるが，同設備の設置費用を分担する必要はない。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ

〔第10問〕（配点：２）

複数の者が共同で権利を有す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．Ａ，Ｂ及びＣの３名が各３分の１の割合による持分を有する建物について，Ａが単独でそ

の建物を占有している場合，Ｂは，Ａに対し，その建物の明渡しを請求することができる。

イ．Ａ，Ｂ及びＣの３名が各３分の１の割合による持分を有する土地につき，Ａがその所有者

をＡのみとする登記をした場合，Ｂは，Ａに対し，Ａ，Ｂ及びＣの３名の持分を各３分の１

とする更正登記手続を求めることができる。

ウ．Ａ，Ｂ及びＣの３名が共同相続し，その遺産分割の前に，法定相続分に応じた持分の割合

により相続登記がされた土地につき，ＣからＤに不実の持分権移転登記がされた場合，Ａは，

Ｄに対し，当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。

エ．入会権は，登記がなくても第三者に対抗することができる。

オ．入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において，そ

の入会地にＡ名義の不実の地上権設定登記があるときは，その入会団体の構成員であるＢは，

Ａに対し，入会地におけるＢの使用収益権に基づき，当該地上権設定登記の抹消登記手続を

求めることができる。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ エ
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〔第11問〕（配点：２）

留置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，[№11]）

ア．ＡがＢから甲建物を賃借し，Ｂに敷金を交付していた場合において，その賃貸借契約が終

了したときは，Ａは，敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。

イ．ＡからＢ，ＢからＣに建設機械が順次売却され，ＢがＡに対して代金を支払っていない場

合に，Ｃが提起した所有権に基づく建設機械の引渡請求訴訟においてＡの留置権が認められ

るときは，Ｃの請求は棄却される。

ウ．ＡがＢから甲建物を賃借していたが，Ａの賃料不払によりその賃貸借契約が解除された後，

明渡しの準備をしている間にＡが甲建物について有益費を支出した場合，Ａは，Ｂに対し，

その費用の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことはで

きない。

エ．甲土地の借地権者であるＡが甲土地上にある建物について買取請求権を行使した場合，Ａ

は，甲土地の賃貸人であるＢに対し，その買取代金債権を被担保債権とする留置権を行使し

て甲土地の明渡しを拒むことはできない。

オ．甲建物の賃貸人Ａが，賃借人Ｂに対して賃貸借契約の終了に基づき甲建物の明渡しを請求

したのに対し，Ｂが賃貸借の期間中に支出した有益費の償還請求権に基づいて留置権を行使

し，従前と同様の態様で甲建物に居住した場合，Ｂは，Ａに対し，その居住による利得を返

還する義務を負う。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第12問〕（配点：２）

物上代位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，[№12]）

ア．抵当権者は，抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対す

る対抗要件が備えられた場合においても，目的債権を差し押さえて物上代位権を行使するこ

とができる。

イ．動産売買の先取特権者は，物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備

えられた後においては，目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。

ウ．抵当権者は，抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が転付命令の確定により差

押債権者に移転した場合においても，目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することが

できる。

エ．抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は，抵当不動産の賃借人は，

抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とし，賃料債権を受働債権と

する相殺をもって抵当権者に対抗することはできない。

オ． 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした場合には，その後に賃貸借契約

が終了し，抵当不動産が明け渡されたとしても，抵当不動産の賃借人は，抵当権者に対し，

敷金の充当によって当該賃料債権が消滅したことを主張することはできない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ
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〔第13問〕（配点：２）

先取特権の順位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，[№13]）

ア．共益の費用の先取特権は，全ての特別の先取特権に優先する。

イ．農地の天然果実については，農業労務の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先する。

ウ．工事を始める前にその費用の予算額を登記した不動産工事の先取特権は，その登記に先立

って設定登記がされている抵当権に優先する。

エ．同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合，そ

の優先権の順位は同一となる。

オ．同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは，各先取特権者は，その債

権額の割合に応じて弁済を受ける。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第14問〕（配点：２）

質権又は譲渡担保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，[№14]）

ア．同一の動産について複数の質権を設定することはできないが，同一の動産について複数の

譲渡担保権を設定することはできる。

イ．動産を目的とする質権は占有改定の方法によるその動産の引渡しによっては効力を生じな

いが，動産を目的とする譲渡担保権はその設定契約によって設定され，占有改定の方法によ

るその動産の引渡しがあれば，譲渡担保権者は第三者に譲渡担保権を対抗することができる。

ウ．債権質の目的である債権の弁済期が到来した場合には，被担保債権の弁済期が到来してい

ないときであっても，質権者は，債権質の目的である債権を直接に取り立てることができる。

エ．債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とす

るときは，質権の設定は，その証書を交付することによって，その効力を生ずる。

オ．動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合，その設定者は，正当な権原なくその

動産を占有する者に対し，その動産の返還を請求することができない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ
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〔第15問〕（配点：２）

Ａ所有の甲土地には，ＢのＡに対する５００万円の債権を担保するための第一順位の抵当権，Ｃ

のＡに対する１０００万円の債権を担保するための第二順位の抵当権及びＤのＡに対する２０００

万円の債権を担保するための第三順位の抵当権がそれぞれ設定されているが，ＥのＡに対する２０

００万円の債権を担保するための担保権は設定されていない。この場合において，甲土地の競売に

より２５００万円が配当されることになったとき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。なお，各債権者が有する債権の利

息及び損害金並びに執行費用は考慮しないものとする。（解答欄は，[№15]）

ア．競売の申立て前にＥの利益のためにＢの抵当権が譲渡されて対抗要件が備えられていたと

きは，Ｃに１０００万円，Ｄに１０００万円，Ｅに５００万円が配当される。

イ．競売の申立て前にＥの利益のためにＢの抵当権が放棄されて対抗要件が備えられていたと

きは，Ｂに１００万円，Ｃに１０００万円，Ｄに１０００万円，Ｅに４００万円が配当され

る。

ウ．競売の申立て前にＤの利益のためにＢの抵当権の順位が譲渡されて対抗要件が備えられて

いたときは，Ｃに５００万円，Ｄに２０００万円が配当される。

エ．競売の申立て前にＤの利益のためにＢの抵当権の順位が放棄されて対抗要件が備えられて

いたときは，Ｃに１０００万円，Ｄに１５００万円が配当される。

オ．競売の申立て前に抵当権の順位が変更されてＤの抵当権が第一順位，Ｃの抵当権が第二順

位，Ｂの抵当権が第三順位となったときは，Ｃに１０００万円，Ｄに１５００万円が配当さ

れる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第16問〕（配点：２）

債務不履行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，[№16]）

ア．動産の売買契約が締結され，その代金の一部が支払われた後で，当該売買契約が債務不履

行を理由に解除された場合，売主は，受領した売買代金の一部を返還するに当たり，その受

領の時からの利息を付す必要はない。

イ．売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において，同時履行の抗弁権が存在する場合に

は履行遅滞に陥らないとの見解に立つ場合，損害賠償を求める原告は，請求原因事実として

自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。

ウ．ＡＢ間で売買契約が締結され，Ａが債務不履行に陥っている場合において，ＡがＢに対し

て相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず，

Ｂがその期間内に解除の通知をしないときは，Ａは，以後債務不履行責任を負わない。

エ．ＡがＢに建物を賃貸し，ＢがＡの承諾を得てＣに同建物を転貸した場合において，ＡＢ間

の賃貸借契約がＢの債務不履行を理由とする解除により終了したときは，ＡがＣに建物の返

還を請求しても，Ａが転貸借を承諾していた以上，ＢＣ間の転貸借契約におけるＢのＣに対

する債務は履行不能とはならない。

オ．期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は，貸主が相当の期間を定めずに催告をしても，

相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔第17問〕（配点：２）

債権者代位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，[№17]）

ア．債権者は，自己の債権の履行期が到来していなくても，保存行為については，債務者に代

位して債務者の権利を行使することができる。

イ．ＡとＢがＣに対していずれも１５０万円の金銭債権を有している場合において，ＣがＤに

対し１００万円の金銭債権を有しているときは，Ａは，自己の債権を保全するため，５０万

円の限度でＣのＤに対する債権を代位行使することができる。

ウ．金銭債権の債権者Ａが，債務者Ｂの第三債務者Ｃに対する甲動産の引渡請求権を代位行使

する場合，Ａは，Ｃに対し，Ａの債権額にかかわらず，Ａに甲動産を引き渡すことを求める

ことができる。

エ．債権者Ａが債務者Ｂの第三債務者Ｃに対する債権を代位行使する場合において，ＣがＢに

対する債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出したときは，Ａは，ＢがＣに対して主張する

ことができる再抗弁事由のほか，Ａの独自の事情に基づく再抗弁も提出することができる。

オ．土地の所有者Ａからその土地を賃借したＢは，その土地を不法に占有するＣがいる場合，

賃借権について対抗要件を具備しているか否かにかかわらず，賃借権を保全するために，Ａ

のＣに対する所有権に基づく返還請求権を代位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

〔第18問〕（配点：２）

連帯債務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，[№18]）

ア．連帯債務者の一人について弁済期を他の連帯債務者と異にすることはできない。

イ．連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは，他の連帯債務者は従来の債務を

免れ，更改によって新たに発生した債務について責任を負わない。

ウ．ＡとＢがＣに対して連帯債務を負っている場合において，Ａが債務全額の弁済をしたが，

Ｂに対する通知を怠ったため，Ｂは，Ａの弁済を知らなかった。この場合において，その後

ＣがＢに対し債務の履行を請求し，これに応じてＢが債務全額の弁済をしたときは，ＢがＡ

に対して事前にＣから履行の請求を受けた旨の通知をしなかったとしても，Ｂは，Ａに対し，

自己の弁済が有効である旨主張することができる。

エ．連帯債務者の一人が債務を承認したことによる時効中断の効力は，他の連帯債務者には及

ばない。

オ．ＡとＢがＣに対して連帯債務を負う旨の契約をＣとの間で締結した場合において，契約締

結の当時Ａが意思無能力であったときは，Ｂは，Ａの負担部分について債務を免れる。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第19問〕（配点：２）

指名債権の譲渡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，[№19]）

ア．債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は，債務者が譲渡を承諾した場合を除

き，同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができる。

イ．債権の譲受人は，譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をすることにより，そ

の債権譲渡を債務者に対抗することはできない。

ウ．抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合，

その後，被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し，債務者が異議をとどめないで債

権譲渡を承諾しても，当該第三取得者に対する関係においては，抵当権の効力は復活しない。

エ．債権が二重に譲渡され，第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある

証書によらずに通知をした後に，第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付

のある証書による通知をした場合，第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することが

できない。

オ．債権が二重に譲渡され，確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは，

譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は，同順位の譲受人が他に存在することを理由

として弁済の責任を免れることができる。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第20問〕（配点：２）

債務の引受け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．債権者Ａが，債務者Ｂの意思に反して，引受人Ｃとの間で併存的債務引受の契約をした場

合，その効力は生じない。

イ．債権者Ａに対する債務者Ｂの債務について，Ｃを引受人とする併存的債務引受の効力が生

じた場合において，Ｂの債務が時効により消滅したとしても，ＡはＣに対して債務の全額を

請求することができる。

ウ．債権者Ａは，債務者Ｂの意思に反しない場合，引受人Ｃとの二者間の契約により，免責的

債務引受の効力を生じさせることができる。

エ．債権者Ａに対する債務者Ｂの債務について，Ｃを引受人とする免責的債務引受の効力が生

じた場合には，Ｂの債務を担保するために第三者Ｄが設定していた抵当権は，Ｃの債務を担

保することについてＤの同意がない限り，消滅する。

オ．中古自動車の売買契約における売主Ａに対する買主Ｂの代金債務について，Ｃを引受人と

する免責的債務引受の効力が生じた場合において，その自動車に隠れた瑕疵があり契約の目

的を達成することができないときは，Ｃはその売買契約を解除することができる。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔第21問〕（配点：２）

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．ＡのＢに対する債権を目的としてＡがＣのために質権を設定し，ＡがＢに対してその質権

の設定を通知した後であっても，ＢがＡに弁済をした場合には，Ｂは，Ｃに対してもその弁

済の効果を対抗することができる。

イ．Ａがその所有する土地をＢに賃貸し，Ｂがその土地上にあるＢ所有の建物をＣに賃貸して

いた場合，Ｃは，Ｂの意思に反するときでも，ＡＢ間の賃貸借契約における賃料について，

Ａに弁済をすることができる。

ウ．ＡのＢに対する債権についてＣがＡの代理人であると偽って，Ｂから弁済を受けた場合に

は，表見代理の要件を満たさない限り，Ｂは，Ａに対し，その弁済が有効であると主張する

ことはできない。

エ．ＡのＢに対する債権についてＢが弁済を受領する権限がないＣに対して弁済をした場合に

おいて，Ａがこれによって利益を受けたときは，Ｃに弁済を受領する権限がないことをＢが

知っていたとしても，Ａが利益を受けた限度で，その弁済は効力を有する。

オ．動産の引渡債務を負うＡが，債権者Ｂに対し，他人の所有する動産を弁済として引き渡し，

その動産が他人の物であることを知らずにＢがその動産を消費した場合，その弁済は有効と

なる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第22問〕（配点：２）

ＡのＢに対する１０００万円の債務（以下「本件債務」という。）について，ＡＢ間でＡ所有の

甲土地で代物弁済をする合意をした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，[№22]）

ア．Ｂが，甲土地の所有権を取得するには，代物弁済の合意に加えて，給付の完了として対抗

要件を具備する必要がある。

イ．代物弁済の合意をしても，その所有権移転登記手続の完了前であれば，ＡはＢに１０００

万円を支払って，本件債務を弁済により消滅させることができる。

ウ．ＡがＣから売買契約により甲土地の所有権を取得した後に代物弁済の合意がされ，その合

意に基づいてＡからＢへの所有権移転登記がされた後，ＣがＡの強迫を理由としてその売買

契約を取り消したときは，Ａは，Ｂに対し，本件債務の消滅を主張することができない。

エ．代物弁済がされて一旦甲土地の所有権がＢに移転した後，本件債務の発生原因となった契

約が解除された場合でも，甲土地の所有権はＢに帰属する。

オ．甲土地の所有権移転登記手続に必要な書類をＢがＡから受領した時点で本件債務の消滅の

効果が生じるという特約がある場合，ＢがＡからその書類を受領した時に，本件債務の消滅

の効果が生じる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ
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〔第23問〕（配点：２）

隔地者間の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，[№23]）

ア．承諾者が申込みに条件を付して承諾し，その他変更を加えてこれを承諾したときは，その

申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。

イ．申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には，契約は，

承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

ウ．承諾期間の定めのある申込みに対し，その承諾の通知がその期間内に発送された場合には，

その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても，契約は成立し，その効力が生ず

る。

エ．申込者は，遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

オ．承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送された後，申込みの撤回の通知が承

諾者に到達した場合において，その申込みの撤回の通知が通常の場合には承諾の通知の発送

の前に到達すべき時に発送したものであることを承諾者が知ることができたときは，承諾者

が申込みの撤回の通知が延着した旨の通知を申込者に対して発送したか否かにかかわらず，

契約は成立しなかったものとみなされる。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第24問〕（配点：２）

売買契約の解除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，[№24]）

ア．債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において，その債務不履行の時から１０年

を経過したときは，解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。

イ．売主が目的物を引き渡し，買主が代金の一部を支払った場合において，債務不履行を理由

に売買契約が解除されたときは，売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは，同

時履行の関係にない。

ウ．売主が目的物を引き渡したが，買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において，

売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても，売主がその催告

に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは，売主は，相当期間の経過後

も当該売買契約を解除することができない。

エ．売主が目的物を引き渡したが，買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において，

売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず，買主が代金

の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは，売主は，相当の期間が経過する前であって

も，当該売買契約を解除することができる。

オ．買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても，その解除権の行使前に買主

がその債務を履行したときは，売主は，その解除権を行使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25問〕（配点：２）

贈与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，[№25]）

ア．書面によらないで動産の贈与がされ，その引渡しがされた場合において，その引渡しが占

有改定により行われたときは，贈与者は，贈与を撤回することができる。

イ．贈与者が他人の不動産を贈与した場合において，他人の物であることを知りながら受贈者

に告げなかったときは，贈与者は，その不動産の所有権を取得して受贈者に移転する義務を

負う。

ウ．定期の給付を目的とする贈与は，受贈者の死亡によって，その効力を失うが，贈与者が死

亡しても，その効力は失われない。

エ．贈与については，負担付きのものであっても，双務契約に関する規定は準用されない。

オ．書面によって死因贈与がされたとしても，贈与者は，生前，いつでもその贈与を撤回する

ことができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第26問〕（配点：２）

不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求する場合に関する次の１

から５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，[№26]）

１．売主は，請求原因において，売買契約締結当時，その目的物が売主の所有であったことを

主張する必要がある。

２．買主が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合には，売主は，代金の支払を目的物の引

渡し及び所有権移転登記手続よりも先に履行する旨の合意があったことを再抗弁として主張

することができる。

３．売買契約の目的不動産について隠れた瑕疵があり，買主が損害賠償請求権を有する場合に

は，売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある。

４．売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも，その提供が継続されていない

ときは，買主は同時履行の抗弁権を失わない。

５．売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは，買主は，抵当権消滅請求の手

続が終わるまで，代金の支払を拒むことができる。



- 15 -

〔第27問〕（配点：２）

Ａ所有の甲土地をＢがＣに対して売り渡す旨の契約（以下「本件売買契約」という。）が締結さ

れた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，[№27]）

ア．本件売買契約が締結された時に，Ａが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく，ＢがＡから

甲土地の所有権を取得することができない場合であっても，本件売買契約は有効に成立する。

イ．Ｂが死亡し，ＡがＢを単独で相続したときは，Ａは，Ｃに対し，甲土地の売主としての履

行を拒むことはできない。

ウ．Ｃが甲土地の引渡しをＢから受けるのと同時にＢに対して甲土地の代金を支払ったが，Ｂ

が甲土地の所有権を取得することができなかったことから，Ｃは，本件売買契約を解除した。

その後，ＣがＡから甲土地の引渡しを請求されたときは，Ｃは，Ｂから甲土地の代金の返還

を受けるまで，甲土地を留置することができる。

エ．本件売買契約が締結された時にＢが甲土地の所有権がＢに属しないことを知らず，Ｃが甲

土地の所有権がＢに属しないことを知っていた場合において，Ｂが甲土地の所有権を取得し

てＣに移転することができないときは，Ｂは，Ｃに対し，甲土地の所有権を移転することが

できない旨を通知して，本件売買契約を解除することができる。

オ．Ｃが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がＢに属しないことを知らなかった場合にお

いて，Ｂが甲土地の所有権を取得してＣに移転することができないときは，Ｃは，甲土地の

所有権がＢに属しないことを知った時から１年以内に限り，本件売買契約を解除することが

できる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第28問〕（配点：２）

請負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．請負人は，仕事の目的物の引渡しを要する場合には，これを引き渡した後でなければ，報

酬を請求することができない。

イ．請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において，その目的物に瑕疵があり，注文者が瑕

疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは，注文者は，その賠償を受けるまでは報酬全額

の支払を拒むことができる。

ウ．建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても，

注文者は，請負人に対し，建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはで

きない。

エ．請負人の担保責任の存続期間は，これを契約で伸長することができない。

オ．請負人が仕事を完成しない間は，注文者は，いつでも損害を賠償して契約の解除をするこ

とができるが，契約の目的である仕事の内容が可分である場合において，請負人が既に仕事

の一部を完成させており，その完成部分が注文者にとって有益なものであるときは，未完成

部分に限り，契約を解除することができる。

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

寄託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。なお，次のアからエまでの各記述の寄託は，消費寄託ではないものとす

る。（解答欄は，[№29]）

ア．受寄者は，無償で寄託を受けた場合には，自己の財産に対するのと同一の注意をもって，

寄託物を保管すれば足りる。

イ．寄託者は，有償か無償かを問わず，過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったと

き，又は受寄者がこれを知っていたときを除いて，寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損

害を受寄者に賠償しなければならない。

ウ．受寄者は，寄託者の承諾を得なければ，寄託物を使用し，又は第三者にこれを保管させる

ことができない。

エ．受寄者は，寄託物の返還時期の定めがあるときであっても，寄託者に対して返還する旨の

通知をした後，相当の期間が経過すれば，返還時期の前に寄託物を返還することができる。

オ．消費寄託における寄託者は，寄託物の返還時期の定めがあるときであっても，いつでも寄

託物の返還を請求することができる。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第30問〕（配点：２）

Ａが運転するタクシーとＢが運転するタクシーが衝突する交通事故（以下「本件事故」という。）

が発生し，Ａが運転するタクシーの乗客Ｃが負傷し，Ｃに３００万円の損害が生じた。本件事故に

ついての過失割合は，Ａが４割で，Ｂが６割であり，Ｃに過失はなかった。この事例に関する次の

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，[№30]）

ア．ＣがＡに対して本件事故後３年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起すれば，ＣのＢに対

する損害賠償請求権の消滅時効も中断する。

イ．ＢがＣに対して損害賠償債務の弁済として１００万円の支払をした場合には，Ｂは，Ａに

対し，４０万円を求償することができる。

ウ．Ｂが，Ｃとの間で，ＢがＣに対して２００万円を支払うとともに，ＣがＡの損害賠償債務

及びＢのその余の損害賠償債務を免除する旨の和解契約を締結した場合であっても，Ｃは，

Ａに対し，１００万円の支払を求めることができる。

エ．Ａに使用者Ｄがおり，Ｄが本件事故について使用者責任を負う場合において，ＤがＣに対

して損害賠償債務の弁済として３００万円を支払ったときは，Ｄは，Ａに対し，信義則上相

当と認められる限度において求償することができる。

オ．Ｂに使用者Ｅがおり，Ｅが本件事故について使用者責任を負う場合において，ＡがＣに対

して損害賠償債務の弁済として３００万円を支払ったときは，Ａは，Ｅに対し，１８０万円

を求償することができる。

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

Ａ男はＢ女と婚姻したが，Ｂには姉Ｃと妹Ｄがおり，Ｃには配偶者Ｅがいる。その後，Ａは，Ｂ

の同意を得て，Ｆを養子としたが，その縁組前からＦには子Ｇがいた。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，[№31]）

ア．ＥはＡの親族である。

イ．ＧはＡの親族ではない。

ウ．Ｂが死亡した場合，Ａが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り，ＡとＣとの親族関係

は終了しない。

エ．ＡがＢと離婚した後であっても，ＡはＤと婚姻することができない。

オ．家庭裁判所は，特別の事情があるときは，Ｄを扶養する義務をＡに負わせることができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第32問〕（配点：２）

離婚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，[№32]）

ア．協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ，判決による

離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。

イ．婚姻によって氏を改めた夫又は妻が，婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称す

るためには，離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。

ウ．夫婦に未成年の子がいる場合には，子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限

り，協議上の離婚をすることはできない。

エ．ＡＢ夫婦に未成年の子がいる場合には，協議上の離婚をする際の合意によっても，離婚後に

ＡＢ両名をその子の親権者と定めることはできない。

オ．裁判所は，離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり，当事者の一方が過当に負担した婚

姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第33問〕（配点：２）

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，[№33]）

ア．精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についても，その者の配偶者が

保佐開始の審判を求める申立てをした場合には，家庭裁判所は，保佐開始の審判をすること

ができる。

イ．家庭裁判所が本人以外の者の請求によって，本人のために特定の法律行為について保佐人

に代理権を付与する旨の審判をするには，本人の同意がなければならない。

ウ．家庭裁判所は，後見開始の審判をするときは，職権で，成年後見人を選任する。

エ．成年後見人と本人との利益が相反する行為については，成年後見人は，成年後見監督人が

いる場合であっても，本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなけれ

ばならない。

オ．任意後見契約が登記された後に，家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において，

本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したとき

は，その売買契約は，本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことがで

きる。

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

次の【事例】において，Ａを被相続人とする遺産分割におけるＢ，Ｃ及びＤの具体的相続分の額

として，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。

なお，遺産分割の対象となる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示し

ており，その後に価額の変動はないものとする。（解答欄は，[№34]）

【事 例】

⑴ 相続人

Ａの相続人は，配偶者であるＢと，子であるＣ及びＤとする。

⑵ 遺産分割の対象となる財産

３０００万円の金銭

⑶ 時系列

① Ａは，平成２１年２月２１日，Ｂに対し，Ｂの生計の資本としてＡ所有の区分所有建物（価額

２１００万円）を贈与した。

② Ａは，平成２４年４月２４日，Ｃに対し，Ｃの生計の資本として１０００万円を贈与した。

③ Ａは，平成２５年５月２０日，Ｃの子であるＥに対し，Ｅの生計の資本として１０００万円を

贈与した。

④ Ａは，平成２５年１０月２０日，Ｄに対し，Ａ所有の土地（価額１０００万円）を遺贈する旨

の遺言を作成した。

⑤ Ａは，平成２６年２月２６日に死亡した。

⑥ 家庭裁判所は，寄与分を定める処分の審判において，Ｃに３００万円の寄与分があるとの判断

を示し，この審判は平成２７年３月２１日に確定した。

１．Ｂ：１２５０万円 Ｃ：１０７５万円 Ｄ：６７５万円

２．Ｂ：１３００万円 Ｃ：１０００万円 Ｄ：７００万円

３．Ｂ：１４００万円 Ｃ： ９００万円 Ｄ：７００万円

４．Ｂ：１７５０万円 Ｃ： ３２５万円 Ｄ：９２５万円

５．Ｂ：１８００万円 Ｃ： ２５０万円 Ｄ：９５０万円

〔第35問〕（配点：２）

遺留分に関する次の１から５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，[№35]）

１．被相続人Ａの子Ｂが相続放棄をした場合，Ｂの子Ｃが遺留分権利者となる。

２．自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が，死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続

人の一人に変更した場合，遺留分権利者は，その変更行為の減殺を請求することができる。

３．特別受益に当たる贈与について，贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入

することを要しない旨の意思表示（持戻し免除の意思表示）をした場合であっても，その贈

与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。

４．遺留分減殺請求権は，遺留分権利者が，相続の開始を知った時から１年間行使しないときは，

時効によって消滅する。

５．相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。
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〔第36問〕（配点：２）

団体等に関する次の１から５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，[№36]）

１．組合の債権者は，各組合員に対して，その権利を行使することができない。

２．組合員の債権者は，組合財産に対して，その権利を行使することができる。

３．一般社団法人の債権者は，各社員に対して，その権利を行使することができる。

４．一般社団法人の社員の債権者は，法人の財産に対して，その権利を行使することができない。

５．権利能力なき社団の債権者は，各構成員に対して，その権利を行使することができる。

〔第37問〕（配点：２）

契約の第三者に対する効力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，[№37]）

ア．建物建築工事請負契約において，注文者と請負人との間に，契約が中途で解除された際の出

来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に，当該契約が中途で解除された

ときは，その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ，下請負人が自ら材料を提供して出

来形部分を築造したとしても，当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。

イ．債務者と引受人との間の契約でする併存的債務引受は，債権者が引受けによる利益を享受す

る意思を表示しなくても，その効力が生ずる。

ウ．委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において，その復代理人が委任事務を処

理するに当たり金銭その他の物を受領したときは，復代理人は，本人に対して受領物を引き

渡す義務を負う。

エ．受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは，その第三者は寄託者に対して，

保管費用の償還を請求することができる。

オ．賃借人が適法に賃借物を転貸したときは，転借人は賃貸人に対して，賃借物の修繕を請求す

ることができる。

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

次の【見解】に関する後記１から５までの各【記述】のうち，誤っているものはどれか。（解答

欄は，[№１］）

【見 解】

間接正犯については，被利用者の行為時に実行の着手を認めるべきである。

【記 述】

１．【見解】は，実行行為時と実行の着手時期が一致することを要しないとする考え方と矛盾し

ない。

２．【見解】に対しては，利用者にとって偶然の事情で実行の着手時期を決することになり不合

理であると批判できる。

３．【見解】は，離隔犯において到達時に実行の着手を認める考え方と矛盾しない。

４．【見解】に対しては，責任無能力者を利用する場合には，責任無能力者に規範意識の障害が

ないというだけで，直ちに結果発生の切迫した危険があるとはいえないと批判できる。

５．【見解】は，自然的に観察して結果発生に向けた直接の原因となる行為を重視する考え方と

矛盾しない。

〔第２問〕（配点：２）

略取，誘拐及び人身売買の罪に関する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，[№２］）

ア．営利の目的で未成年者を買い受けた場合，未成年者買受け罪のみが成立する。

イ．身の代金目的誘拐罪は，近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその

財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。

ウ．身の代金目的で成年者を略取し，公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば，

身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。

エ．未成年者誘拐罪は親告罪である。

オ．親権者は，未成年者誘拐罪の主体とはならない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第３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，[№３］）

ア．甲は，乙を殺害する目的で，乙を含む複数の者の飲用に供されているペットボトル内のお茶

に致死量の劇薬を投入した。その結果，そのお茶を飲用した複数の者全員が死亡した。この場

合，甲には，前記お茶を飲用して死亡した者の数に応じた殺人罪の故意が認められる。

イ．覚せい剤を含有する粉末を所持していた甲は，同粉末が身体に有害で違法な薬物であること

は認識していたが，覚せい剤や麻薬ではないと認識していた。この場合，甲には覚せい剤取締

法違反（覚せい剤所持）の罪の故意が認められる。

ウ．甲は，客観的にはわいせつな文書を，その意味内容は理解しつつも，刑法上のわいせつな文

書に該当しないと考え，多数の者に販売した。この場合，甲にわいせつ物頒布罪の故意は認め

られない。

エ．甲は，乙宅前路上に置かれていた自転車を，乙の所有物と認識して持ち去ったが，実際には

同自転車は無主物だった。この場合，甲には遺失物横領罪が成立する。

オ．甲は，第三者が起こした交通事故により瀕死の重傷を負い路上に倒れていた乙を，既に死亡

していると思って山中に遺棄した。この場合，甲に死体遺棄罪は成立しない。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ オ ５．ウ エ

〔第４問〕（配点：３）

各種偽造の罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいも

のを２個選びなさい。（解答欄は，[№４］，[№５］順不同）

１．甲は，他人の自動車運転免許証に甲の写真を貼り付けた偽造自動車運転免許証を入手し，こ

れを携帯して自動車を運転中に検問で停止を求められ，情を知らない警察官に同免許証を真正

に成立したものとして提示した。提示した時には同免許証に表示されている有効期間が経過し

ていたとしても，甲には偽造公文書行使罪が成立する。

２．公務員でない甲は，情を知らない公務員に対し虚偽の申立てをして登記簿に不実の記載をさ

せ，その登記簿謄本の交付を受けた。甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。

３．甲は，情を知らずに釣銭として偽造通貨を受け取ったところ，その後，それが偽造通貨であ

ることに気付いたが，行使の目的でそのまま所持した。甲には偽造通貨収得罪が成立する。

４．甲は，行使の目的で，他人が振り出した額面１０万円の小切手の金額欄に「０」を加え，額

面１００万円の小切手に改ざんした。甲には有価証券変造罪が成立する。

５．弁護士資格のない甲は，Ｘ弁護士会に実在する自己と同姓同名の弁護士を装い，これを信じ

た乙から依頼を受けて弁護士としての業務を行った後，乙から報酬を得るために，「Ｘ弁護士

会所属 弁護士甲」名義の弁護士報酬金請求書を作成した。甲には私文書偽造罪が成立しない。
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〔第５問〕（配点：３）

正当防衛及び緊急避難に関する次の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，[№６］，[№７］順不同）

１．正当防衛は，法益の侵害が現に存在している場合のほか，法益の侵害が間近に差し迫ってい

る場合にも成立する余地があるが，緊急避難は，危難が間近に差し迫っている場合に成立する

余地はない。

２．正当防衛が成立するためには，防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するもの

であることを要するから，防衛行為によって生じた害が避けようとした害の程度を超えた場合

に正当防衛が成立する余地はない。

３．正当防衛が成立する行為を避けるために相手方又は第三者の法益を侵害した場合，緊急避難

が成立する余地があるが，正当防衛が成立する余地はない。

４．過剰避難について，その刑を減軽も免除もしないことはできるが，過剰防衛については，そ

の刑を減軽又は免除しなければならない。

５．自然現象によって生じた法益侵害を避けるために第三者の法益を侵害した場合，緊急避難が

成立する余地があるが，正当防衛が成立する余地はない。

〔第６問〕（配点：２）

わいせつ物頒布等の罪に関する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，甲に

（ ）内の罪が成立しないものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，[№８］）

ア．インターネットを介した書籍販売業を営む甲は，日本語で書かれたわいせつな文書である

小説を，その購入を申し込んできた日本国内在住の多数の外国人に販売したところ，いずれ

の外国人も日本語の読解能力に乏しく，同小説の内容を理解できなかった。（わいせつ物頒布

罪）

イ．甲は，インターネットを介して多数の希望者を募った上，その希望者らに無料で交付する

目的で，わいせつな映像を記録したＤＶＤを所持した。（わいせつ物有償頒布目的所持罪）

ウ．甲は，わいせつな映像を記録したＤＶＤの販売業者に対してそのＤＶＤの購入を申し込み，

これを購入した。（わいせつ物頒布罪の教唆犯）

エ．ＤＶＤのレンタル業を営む甲は，わいせつな映像を記録したＤＶＤを，多数の顧客へ有償

で貸し出した。（わいせつ物頒布罪）

オ．甲がインターネットを介したわいせつな映像の販売業を営み始めたところ，その購入を申

し込んできた顧客は１名だけであったが，甲は，その者に対して，電子メールに同映像のデ

ータを添付して送信した。（わいせつ物頒布罪）

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ
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〔第７問〕（配点：２）

次の【記述】中の①から④までの（ ）内から適切な語句を選んだ場合，その組合せとして正し

いものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，[№９］）

【記 述】

被害者の同意が問題となる場合としては，一般に以下のような分類がなされている。第１は，

被害者の意思に反することが構成要件要素になっている場合であり，この類型においては，被害

者の同意は構成要件該当性を阻却する。窃盗罪は，この類型に①（ａ．入る・ｂ．入らない）。

第２は，被害者の同意の有無が犯罪の成立に影響を及ぼさない場合である。１３歳未満の者に対

するわいせつ行為は，この類型に②（ｃ．入る・ｄ．入らない）。第３は，被害者の同意がある

場合とない場合が分けて規定され，被害者の同意があると軽い方の罪が成立する場合である。業

務上堕胎罪は，この類型に③（ｅ．入る・ｆ．入らない）。第４は，被害者の同意が行為の違法

性を阻却する場合である。住居侵入罪の「侵入」を住居権者・管理権者の意思に反する立入りと

解した場合，同罪は，この類型に④（ｇ．入る・ｈ．入らない）。

１．①ａ ②ｃ ③ｅ ④ｈ

２．①ａ ②ｃ ③ｆ ④ｈ

３．①ａ ②ｄ ③ｆ ④ｇ

４．①ｂ ②ｃ ③ｅ ④ｈ

５．①ｂ ②ｄ ③ｆ ④ｇ

〔第８問〕（配点：４）

不法領得の意思に関する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，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[№10］から[№14］）

ア．甲は，町議会議員選挙に際し，特定の候補者を当選させるため，後日その候補者の氏名を記

載して投票の中に混入することにより同候補者の得票数を増加させる目的で，投票所管理者乙

の保管する同選挙の投票用紙を密かに持ち出した。この場合，甲に不法領得の意思は認められ

ず，窃盗罪は成立しない。[№10］

イ．Ａ市建設部長である甲は，不正工事の発覚を恐れ自宅に隠匿する目的で，自己が業務上保管

している公文書である市立小学校の設計書を市役所外に持ち出した。この場合，甲に不法領得

の意思は認められず，業務上横領罪は成立しない。[№11］

ウ．甲は，自宅で分解して売却できそうな部品を中古部品屋に売却する目的で，知人乙所有の自

動車を乙に無断で運転してその場から走り去った。この場合，甲に不法領得の意思は認められ

ず，窃盗罪は成立しない。[№12］

エ．新聞購読料の集金業務に従事する甲は，購読料として集金した現金を遊興のため全額費消し

て横領した後，その発覚を免れる目的で，新たに購読料として集金した現金を穴埋めに充てた。

この場合，穴埋めに充てた現金について，甲に不法領得の意思は認められず，業務上横領罪は

成立しない。[№13］

オ．甲は，乙宛てに送達されてきた支払督促状を乙に成り済まして受領して廃棄することにより，

送達が適式になされたものとして支払督促の効力を生じさせ，乙所有の財産を不正に差し押さ

えようと考え，郵便配達員丙を欺いて同督促状の交付を受けて廃棄した。この場合，甲に不法

領得の意思は認められず，詐欺罪は成立しない。[№14］
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〔第９問〕（配点：２）

没収と追徴に関する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，[№15］）

ア．主物を没収するときは，その従物も没収できる。

イ．判決により没収の言渡しをするためには，対象物が判決時に裁判所により押収されている

必要がある。

ウ．被害者宅に侵入して行われた窃盗事犯において，被害者宅への侵入に際して道具として使

用された鉄棒は，住居侵入罪について公訴提起されていなければ没収できない。

エ．窃盗によって取得された盗品は，取得物件であるが，没収できない場合がある。

オ．収賄罪において，収受した賄賂が没収不能となった時点で，収受時と比較してその価額が

減じていた場合には，没収不能時の価額を追徴することになる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第10問〕（配点：２）

信用及び業務に対する罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場

合，正しいものはどれか。（解答欄は，[№16］）

１．威力業務妨害罪における「威力」は，暴行又は脅迫を用いることを要し，騒音喧騒により人

の意思を制圧して業務を妨害した場合，同罪は成立しない。

２．偽計業務妨害罪における「偽計」は，直接人に向けられていなくてもよい。

３．信用毀損罪における「信用」は，人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定さ

れず，経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合も，同罪が成立する。

４．業務妨害罪における「業務」は，社会生活上又は個人生活上の地位に基づき反復継続して従

事する事務であるから，学生の学習活動を妨害した場合も，同罪が成立する。

５．信用毀損罪は危険犯であるが，業務妨害罪は侵害犯である。
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〔第11問〕（配点：２）

次の【事例】に関する後記アからエまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し，誤っている

ものを全て選んだ場合の組合せは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，[№17］）

【事 例】

土木作業員甲及び乙は，現場監督者丙の監督の下で，Ｘ川に架かる鉄橋の橋脚を特殊なＡ鋼材

を用いて補強する工事に従事していたが，作業に手間取り，工期が迫ってきたことから，甲及び

乙の２人で相談した上で，より短期間で作業を終えることができる強度の弱いＢ鋼材を用いた補

強工事を共同して行った。その結果，工期内に工事を終えることはできたものの，その後発生し

た豪雨の際，Ａ鋼材ではなくＢ鋼材を用いたことによる強度不足のために前記橋脚が崩落し，た

またま前記鉄橋上を走行していたＶ１運転のトラックがＸ川に転落し，Ｖ１が死亡した。なお，

甲及び乙は同等の立場にあり，甲及び乙のいずれについても，Ｂ鋼材を工事に用いた場合に強度

不足のために前記橋脚が崩落することを予見していなかったものの，その予見可能性があったも

のとする。

【記 述】

ア．甲及び乙には，強度の弱いＢ鋼材で補強工事を行うことの意思連絡はあるが，不注意の共同

はあり得ないから，甲及び乙に業務上過失致死罪の共同正犯が成立する余地はない。

イ．丙は，甲及び乙が強度の弱いＢ鋼材で補強工事を行っていることを認識していたが，工期が

迫っていたことから，これを黙認したという場合，直接行為者である甲及び乙に過失が認めら

れたとしても，更に丙に過失が認められる余地がある。

ウ．仮に，甲及び乙において，Ｖ１が死亡するに至る実際の因果経過を具体的に予見することが

不可能であった場合，甲及び乙には業務上過失致死罪は成立しない。

エ．仮に，Ｖ１運転のトラックの荷台に，Ｖ１に無断でＶ２が乗り込んでおり，同トラックがＸ

川に転落したことによって，Ｖ１及びＶ２の両名が死亡した場合，甲及び乙にはＶ２に対する

業務上過失致死罪は成立しない。

１．ア イ ウ ２．ア ウ エ ３．ア エ ４．イ ウ ５．ウ エ

〔第12問〕（配点：４）

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，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[№18］から[№22］）

ア．甲は，自転車Ａが，乙が自ら窃取した自転車Ｂからサドルを取り外し，乙所有の別の自転

車本体に容易に着脱可能な状態で取り付けて完成させたものであると知りつつ，乙から自転

車Ａを購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。[№18］

イ．甲は，盗品であると知りつつ，窃盗犯人乙から依頼を受けて保管していた宝石を乙に返却

した後，改めて乙から依頼を受け，預かった同宝石を事情を知らない丙に売却した。甲には

盗品等有償処分あっせん罪のみが成立する。[№19］

ウ．甲は，刑法第４１条の刑事未成年である乙が窃取した物を，盗品であると知りつつ，乙か

ら無償で譲り受けた。甲には盗品等無償譲受け罪は成立しない。[№20］

エ．甲は，親族関係にない窃盗犯人乙から盗品の保管を依頼された。甲は，同盗品が，甲の実

父丙の自宅から窃取された丙所有の物であると知りつつ，乙からの依頼を受け入れて，同盗

品を保管した。甲は盗品等保管罪の刑が免除される。[№21］

オ．甲は，妻乙が，親族関係にない窃盗犯人丙から盗品であると知りつつ購入した物を，乙か

ら依頼を受け，盗品であると知りつつ，乙の指定した場所まで運んだ。甲は盗品等運搬罪の

刑が免除される。[№22］
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〔第13問〕（配点：３）

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，正しいものを２個選

びなさい。（解答欄は，[№23］，[№24］順不同）

１．１３歳の少年であっても，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

力が備わっていれば，責任能力が認められることがある。

２．責任能力の有無は法律判断であり，専ら裁判所の評価に委ねられるべきであるため，その前

提となる生物学的・心理学的要素についても，最終的には裁判所により判断される。

３．相手の頭部を殴打する暴行を加えた時点で行為者に責任能力が存在したとしても，その暴行

により相手が死亡した時点で行為者に責任能力が存在しなければ，死亡の結果について行為者

に刑事責任を問うことはできない。

４．犯行当時，行為者に重度の精神疾患があれば，そのことだけで直ちに心神喪失の状態にあっ

たと判断されることになる。

５．飲酒の際，飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には，実際に酒酔い運転をした

時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても，行為者に完全責任能力が認められることが

ある。

〔第14問〕（配点：２）

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪に関する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，[№25］）

ア．犯人の親族が当該犯人の利益のために犯人蔵匿罪を犯したときは，当該親族に対する刑は減

軽しなければならない。

イ．犯人隠避罪の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」には，犯人として既に逮捕・勾留され

ている者は含まれない。

ウ．証拠隠滅罪の「他人の刑事事件」は，犯人蔵匿罪と異なり，罰金以上の刑に当たる罪に限ら

れない。

エ．証人等威迫罪の「威迫」は，相手と面会して直接なされる場合に限られ，文書を送付して相

手にその内容を了知させる方法によりなされる場合を含まない。

オ．犯人が自己の刑事事件の裁判に必要な知識を有する証人を威迫した場合，証人等威迫罪が成

立する。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ



- 9 -

〔第15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，正しいものはどれか。（解答欄

は，[№26］）

１．甲が乙に対し，深夜の公園で待ち伏せしてＡから金品を喝取するように教唆したところ，乙

は，その旨決意し，深夜の公園でＡを待ち伏せしたが，偶然通り掛かったＢをＡと誤認してＢ

から金品を喝取した。乙は，人違いに気付き，引き続きＡを待ち伏せして，通り掛かったＡか

ら金品を喝取しようとしてＡを脅迫したが，Ａに逃げられてしまい金品を喝取することができ

なかった。甲にはＡに対する恐喝未遂罪の教唆犯のみが成立する。

２．甲が乙に対し，Ａをナイフで脅してＡから金品を強取するように教唆したところ，乙は，そ

の旨決意し，Ａをナイフで脅したが，その最中に殺意を抱き，Ａの腹部をナイフで刺してＡに

傷害を負わせ，Ａから金品を強取したものの，Ａを殺害するには至らなかった。甲には強盗罪

の教唆犯が成立するにとどまる。

３．甲が乙に対し，留守宅であるＡ方に侵入して金品を窃取するように教唆したところ，乙は，

その旨決意したが，Ｂ方をＡ方と誤認してＢ方に侵入し，その場にいたＢから金品を強取した。

甲にはＢ方への住居侵入罪及びＢに対する窃盗罪の教唆犯が成立する。

４．甲が乙に対し，現住建造物であるＡ家屋に放火するように教唆したところ，乙は，その旨決

意し，Ａ家屋に延焼させる目的で，Ａ家屋に隣接した現住建造物であるＢ家屋に放火したが，

Ｂ家屋のみを焼損し，Ａ家屋には燃え移らなかった。甲にはＡ家屋に対する現住建造物等放火

未遂罪の教唆犯のみが成立する。

５．甲は，土建業者ＡがＢ市発注予定の土木工事を請け負うためＢ市役所土木係員乙に現金を供

与しようと考えていることを知り，乙に対し，Ａに工事予定価格を教える見返りとしてＡから

現金を受け取り，Ａに工事予定価格を教えるように教唆したところ，乙は，その旨決意し，Ａ

との間で，Ａに工事予定価格を教える旨約束して，Ａから現金１００万円を受け取ったが，そ

の後，工事予定価格を教えなかった。甲には加重収賄罪の教唆犯が成立する。
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〔第16問〕（配点：２）

次の【見解】に関する後記アからオまでの各【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，[№27］）

【見 解】

横領罪の目的物は，犯人が占有する他人の物であり，物の給付者において民法上その返還を請

求できるものであることを要しないので，不法な目的で金銭を委託した場合，委託者に返還請求

権が認められなくても，受託者がこれを領得する行為には，横領罪が成立する。

【記 述】

ア．この【見解】に対しては，民法第７０８条にいう「給付」に「委託」は含まれないとする立

場を前提としなければならず，妥当でないとの批判ができる。

イ．この【見解】は，使途を定めて委託された金銭の所有権は受託者に移転しないとする立場と

明らかに矛盾するものである。

ウ．この【見解】に対しては，受託者が民法第７０８条に基づいて委託者からの返還請求を拒む

行為にも横領罪が成立することになりかねず，妥当でないとの批判ができる。

エ．この【見解】は，横領罪の保護法益が所有権であることを重視し，委託信任関係の破壊とい

う点を全く考慮していない。

オ．この【見解】に対しては，不法原因給付の目的物の所有権は，給付者において給付した物の

返還を請求できないことの反射的効果として，受給者に帰属するに至ったと解すべきであると

する立場を前提とすると，横領罪にいう「他人の物」を領得したわけではないのに受託者に横

領罪の成立を認めることになり，妥当でないとの批判ができる。

（参照条文）民法

第７０８条 不法な原因のために給付をした者は，その給付したものの返還を請求することがで

きない。ただし，不法な原因が受益者についてのみ存したときは，この限りでない。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ
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〔第17問〕（配点：４）

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について，判例の立場に従って検討し，（ ）内の

犯罪が既遂になる場合には１を，未遂にとどまる場合には２を，既遂にも未遂にもならない場合に

は３を選びなさい。（解答欄は，アからオの順に[№28］から[№32］）

ア．甲は，会社事務所内において現金を窃取して，戸外に出たところを警備員乙に発見されて取

り押さえられそうになったため，逮捕を免れようと考え，乙に対し，刃体の長さ２０センチメ

ートルの出刃包丁をその腹部に突き付け，「ぶっ殺すぞ。」と怒鳴り付けたが，偶然その場を通

り掛かった警察官に取り押さえられ，逮捕を免れることができなかった。（事後強盗罪）[№28］

イ．甲は，行使の目的で，カラープリンターを用いて，複写用紙に真正な千円札の表面及び裏面

を複写して千円札を偽造しようとしたが，カラープリンターの操作を誤ったため，完成したも

のは，一般人がこれを一見した場合に真正な千円札と誤認する程度の外観を備えたものではな

かった。（通貨偽造罪）[№29］

ウ．甲は，通行中の乙に因縁を付けて乙から現金を脅し取ろうと考え，乙に対し，「俺をにらん

できただろ。金を払えば許してやる。金を出せ。」などと大声で怒鳴り付けて反抗を抑圧する

に至らない程度の脅迫を加え，同脅迫により畏怖した乙は，甲に現金を直接手渡さなかったも

のの，甲が乙のズボンのポケットから乙が所有する現金在中の財布を抜き取って持ち去るのを

黙認した。（恐喝罪）[№30］

エ．甲は，知り合いの女性乙を自己が運転する自動車に乗せて同車内において強いて姦淫しよう

と考え，乙に対し，「自宅まで送ってあげる。」とうそを言ったところ，乙は，これを信じて同

車に乗り込んだが，甲の態度を不審に思い即座に同車から降りた。（強姦罪）[№31］

オ．甲は，会社事務所にある現金を窃取する目的で，門塀に囲まれ，警備員が配置されて出入り

が制限されている同事務所の敷地内に塀を乗り越えて立ち入ったが，同事務所の建物に立ち入

る前に警備員に発見され敷地外に逃走した。（建造物侵入罪）[№32］

〔第18問〕（配点：２）

名誉毀損罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいもの

はどれか。（解答欄は，[№33］）

１．摘示される「事実」は，非公知のものでなければならないから，公知の事実を摘示した場合

には，名誉毀損罪は成立しない。

２．事実の摘示が「公然」といえるためには，摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態に

あったことが必要であるから，不特定ではあるが，少数人しか認識し得ない状態にとどまる場

合には，名誉毀損罪は成立しない。

３．名誉の主体である「人」は，自然人に限られるから，法人の名誉を毀損した場合には，名誉

毀損罪は成立しない。

４．死者の名誉を毀損したとしても，虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから，

摘示した事実が真実である場合には，名誉毀損罪として処罰されない。

５．人の名誉を侵害するに足りる事実を公然と摘示したとしても，現実に人の名誉が侵害されて

いない場合には，名誉毀損罪は成立しない。
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〔第19問〕（配点：２）

学生Ａ，Ｂ及びＣ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⑤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，[№34］）

【事 例】

甲は，乙がＶに対して暴行を加えていたところに通り掛かり，乙との間で共謀を遂げた上，乙

と一緒にＶに対して暴行を加えた。Ｖは，甲の共謀加担前後にわたる一連の暴行を加えられた際

に１個の傷害を負ったが，Ｖの傷害が，甲の共謀加担前の乙の暴行により生じたのか，甲の共謀

加担後の甲又は乙の暴行により生じたのかは，証拠上不明であった。

【会 話】

学生Ａ．私は，共犯は自己の行為と因果関係を有する結果についてのみ責任を負うという見解に

立ち，後行者は，共謀加担前の先行者の暴行により生じた傷害結果には因果性を及ぼし得

ないと考えます。事例の場合，甲には①（ａ．暴行罪・ｂ．傷害罪）の共同正犯が成立す

ると考えます。事例とは異なり，Ｖの傷害が甲の共謀加担後の甲又は乙の暴行により生じ

たことが証拠上明らかな場合，甲には傷害罪の共同正犯が②（ｃ．成立する・ｄ．成立し

ない）と考えます。

学生Ｂ．Ａ君の見解に対しては，甲に対する傷害罪の成立範囲が③（ｅ．狭く・ｆ．広く）なり

過ぎるとの批判が可能ですね。

学生Ｃ．私は，事例の場合には，同時傷害の特例としての刑法第２０７条が適用され，甲は，Ｖ

の傷害結果について責任を負うと考えます。その理由の一つとして，仮に甲が乙と意思の

連絡なく，Ｖに暴行を加えた場合に比べ，事例における甲が④（ｇ．不利・ｈ．有利）に

扱われることになるのは不均衡であると考えられることが挙げられます。

学生Ｂ．乙には，甲の共謀加担前後にわたる一連の暴行の際にＶに生じた傷害結果についての傷

害罪が成立するのであり，傷害結果について責任を負う者が誰もいなくなるわけではない

ということは，Ｃ君の⑤（ｉ．見解に対する批判・ｊ．見解の根拠）となり得ますね。

１．①ａ ②ｃ ③ｅ ④ｈ ⑤ｉ

２．①ｂ ②ｄ ③ｆ ④ｇ ⑤ｊ

３．①ａ ②ｃ ③ｆ ④ｇ ⑤ｊ

４．①ｂ ②ｃ ③ｅ ④ｈ ⑤ｉ

５．①ａ ②ｃ ③ｅ ④ｇ ⑤ｊ
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〔第20問〕（配点：３）

次の【事例】に関する後記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，[№35］，[№36］順不同）

【事 例】

甲は，覚せい剤の密売人である乙から，偽造した１万円札と引換えに覚せい剤をだまし取ろう

と考え，１万円札の偽造に使用する目的で，作業部屋を自己名義で賃借した上，印刷機及び印刷

用紙を購入して同部屋に運び込み，それらを使用して１万円札１００枚を偽造した。（①）

その後，甲は，ホテルの部屋で乙と会い，乙に対し，１００万円相当の覚せい剤（以下「本件

覚せい剤」という。）の代金として，偽造した１万円札１００枚を渡した。乙は，甲から渡され

た１万円札が偽札であることに気付かずに，甲に対し，本件覚せい剤を渡し，甲は，これを持っ

て同部屋を出た。（②）

甲は，本件覚せい剤をホテルの駐車場に駐車中の自己の自動車内に置いたところ，甲が乙に渡

した１万円札が偽札であることに気付いて追い掛けてきた乙から，本件覚せい剤を返還するよう

に求められた。甲は，本件覚せい剤の返還を免れるため，殺意をもって乙の首を両手で絞めて乙

を殺害した。（③）

その数日後，甲は，本件覚せい剤を所持しているのを警察官に現認され，覚せい剤取締法違反

の現行犯人として逮捕され，Ａ警察署に連行された。警察官丙は，Ａ警察署の取調室において，

甲の弁解録取手続を行い，甲の供述内容を弁解録取書に記載した上，同弁解録取書を甲に手渡し

て内容の確認を求めたところ，甲は，署名押印する前に同弁解録取書を両手で破った。（④）

甲は，同取調室から逃げ出し，Ａ警察署の敷地外に出た。（⑤）

【記 述】

１．①について，甲が作業部屋を自己名義で賃借した行為は，通貨偽造罪の予備行為に該当する

ことから，その段階で甲には通貨偽造等準備罪が成立する。

２．②について，甲には詐欺罪が成立し，偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。

３．③について，覚せい剤は，法定の除外事由なく所持することが禁じられた物であるが，甲は，

本件覚せい剤の返還を免れるために乙を殺害していることから，甲には強盗殺人罪が成立する。

４．④について，丙が作成した弁解録取書には，甲の署名押印がないが，甲の供述内容が記載さ

れていることから，甲には公用文書等毀棄罪が成立する。

５．⑤について，甲は，逮捕中に逃走し，Ａ警察署の敷地外に出ていることから，甲には単純逃

走罪が成立する。


