


は し が き

平成 18 年度にスタートした新司法試験は，平成 23 年５月の実施で，第６回を数え

るまでになり，その出題傾向等は，ほぼ固まりつつあります。

旧司法試験と異なり問題文中に事実関係や資料が多く盛り込まれ，これらを短時間で

取捨選択しつつ，時間内に答案に仕上げていくことが求められる新司法試験においては，

何より，出題された膨大な問題文・資料をスピーディーに処理していくことが重要です。

そこで，本書は，平成 18 年度から平成 22 年度までの５年間の新司法試験の問題を

詳細に分析し，問題文の重要箇所を強調して目立たせるとともに，上位合格レベルの答

案作成のポイントを具体的に示すことによって，確実に時間内に合格レベルの答案を作

成する能力を皆様に身に付けていただくように構成いたしました。

さらに，法務省発表の新司法試験関係資料を掲載し，試験委員の出題意図・採点実感

とのクロスチェックができるようにいたしました。

本書をご活用いただくことにより，皆様が必ずや新司法試験に合格されるものと確信

いたしております。

2011 年９月吉日

� 株式会社　東京リーガルマインド

� ＬＥＣ総合研究所　司法試験部　



本書の効果的活用法

平成22年度
（2010年度）

第1問

本問は社会権，選挙権という人権分野でも若干マイナーな箇所

からの出題となりました。関係する判例との違いを意識した論述

が求められています。生存権については，条例によって自治体ご

とに異なる取扱いをすることの可否に関する判例（青少年保護育

成条例に関するもの），選挙権については，選挙権の行使を制限

できる場面を非常に限定的に解した判例（在外邦人が投票できな

いことの合憲性が問題となったもの）を意識した論述が必要です。
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問 題 文（重要箇所の強調 ver.）
　　　　　　　答案作成上，重要な事実

市町村長は，個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して，住民基本台帳を作成しなければな

らない【参考資料１】。生活の本拠である住所（民法第２２条参照）の有無によって，権利や利益

の享受に影響が生じる。国民の重要な基本的権利である選挙権も，住所を有していないと，選挙権

を行使する機会自体を奪われる（公職選挙法第２１条第１項，第２８条第２号，第４２条第１項参

照）。また，国民健康保険や介護保険等の手続をするためには，住民登録が必要である。ただし，

生活保護法は，「住所」という語を用いておらず，「居住地」あるいは「現在地」を基準として保護

するか否かを決定し，かつ，これを実施する者を定めている【参考資料２】。

ボランティア活動などの社会貢献活動を行う，営利を目的としない団体（ＮＰＯ）である団体Ａ

は，ホームレスの人たちなどが最底辺の生活から抜け出すための支援活動を行っている。団体Ａは，

支援活動の一環として，Ｙ市内に２つのシェルター（総収容人数は１００名）を所有している。そ

の２つのシェルターに居住する人たちは，それぞれのシェルターを住所として住民登録を行い，生

活保護受給申請や雇用保険手帳の取得，国民健康保険や介護保険等の手続をしている。

Ｘは，Ｙ市内にあるＢ社に正規社員として２０年勤めていたが，Ｂ社が倒産し，突然職を失った。

そして，失職が大きな原因となり，Ｘ夫婦は離婚した。その後，Ｘは，Ｃ派遣会社に登録し，紹介

されたＹ市内にあるＤ社に派遣社員として勤め始め，Ｙ市内にあるＤ社の寮に入居した。しかし，

Ｄ社の経営状況が悪化したために，いわゆる「派遣切り」されたＸは，寮からも退去させられた。

職も住む所も失ってしまったＸは，団体Ａに支援を求めた。そして，その団体Ａのシェルターに入

居し，そこを住所として住民登録を行った。不定期のアルバイトをしながら，できる限り自立した

生活をしたいと思っているＸは，正規社員としての採用を目指して，正規社員募集の情報を知ると

応募していたが，すべて不採用であった。その後，厳しい経済不況の中，団体Ａの支援を求める人

も急増し，２つのシェルターに居住し，そこを住所として住民登録を行う人数が２００名を超える

に至った。シェルターが「飽和状態」となって息苦しさを感じたＸは，シェルターに帰らなくなり，

正規社員への途も得られず，アルバイトで得たお金があるときはＹ市内のインターネット・カフェ

を泊まり歩き，所持金がなくなったときにはＹ市内のビルの軒先で寝た。

２０１＊年４月に，Ｙ市は，住民の居住実態に関する調査を行った。調査の結果，団体Ａのシェ

ルターを住所として住民登録している人のうち，Ｘを含む６０名には当該シェルターでの居住実態

がないと判断した。Ｙ市長は，それらの住民登録を抹消した。

住民登録が抹消されたことを知ったＸは，それによって生活上どのようなことになるのかを質問

しに，市役所に行ったところ，国民健康保険被保険者証も失効するなどの説明を受けた。Ｘは，胃

弱という持病があるし，最近体調も思わしくなかったが，医療費が全額自己負担になるので，病院

に行くに行けなくなった。
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市町村長は，個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して，住民基本台帳を作成しなければな

らない【参考資料１】。生活の本拠である住所（民法第２２条参照）の有無によって，権利や利益

の享受に影響が生じる。国民の重要な基本的権利である選挙権も，住所を有していないと，選挙権

を行使する機会自体を奪われる（公職選挙法第２１条第１項，第２８条第２号，第４２条第１項参

照）。また，国民健康保険や介護保険等の手続をするためには，住民登録が必要である。ただし，

生活保護法は，「住所」という語を用いておらず，「居住地」あるいは「現在地」を基準として保護

するか否かを決定し，かつ，これを実施する者を定めている【参考資料２】。

ボランティア活動などの社会貢献活動を行う，営利を目的としない団体（ＮＰＯ）である団体Ａ

は，ホームレスの人たちなどが最底辺の生活から抜け出すための支援活動を行っている。団体Ａは，

支援活動の一環として，Ｙ市内に２つのシェルター（総収容人数は１００名）を所有している。そ

の２つのシェルターに居住する人たちは，それぞれのシェルターを住所として住民登録を行い，生

活保護受給申請や雇用保険手帳の取得，国民健康保険や介護保険等の手続をしている。

Ｘは，Ｙ市内にあるＢ社に正規社員として２０年勤めていたが，Ｂ社が倒産し，突然職を失った。

そして，失職が大きな原因となり，Ｘ夫婦は離婚した。その後，Ｘは，Ｃ派遣会社に登録し，紹介

されたＹ市内にあるＤ社に派遣社員として勤め始め，Ｙ市内にあるＤ社の寮に入居した。しかし，

Ｄ社の経営状況が悪化したために，いわゆる「派遣切り」されたＸは，寮からも退去させられた。

職も住む所も失ってしまったＸは，団体Ａに支援を求めた。そして，その団体Ａのシェルターに入

居し，そこを住所として住民登録を行った。不定期のアルバイトをしながら，できる限り自立した

生活をしたいと思っているＸは，正規社員としての採用を目指して，正規社員募集の情報を知ると

応募していたが，すべて不採用であった。その後，厳しい経済不況の中，団体Ａの支援を求める人

も急増し，２つのシェルターに居住し，そこを住所として住民登録を行う人数が２００名を超える

に至った。シェルターが「飽和状態」となって息苦しさを感じたＸは，シェルターに帰らなくなり，

正規社員への途も得られず，アルバイトで得たお金があるときはＹ市内のインターネット・カフェ

を泊まり歩き，所持金がなくなったときにはＹ市内のビルの軒先で寝た。

２０１＊年４月に，Ｙ市は，住民の居住実態に関する調査を行った。調査の結果，団体Ａのシェ

ルターを住所として住民登録している人のうち，Ｘを含む６０名には当該シェルターでの居住実態

がないと判断した。Ｙ市長は，それらの住民登録を抹消した。

住民登録が抹消されたことを知ったＸは，それによって生活上どのようなことになるのかを質問

しに，市役所に行ったところ，国民健康保険被保険者証も失効するなどの説明を受けた。Ｘは，胃

弱という持病があるし，最近体調も思わしくなかったが，医療費が全額自己負担になるので，病院

に行くに行けなくなった。

住民登録を抹消され，貧困ばかりでなく，生命や健康さえも脅かされる状況に追い詰められたＸ

は，生活保護制度に医療扶助もあることを知り，申請日前日に宿泊していたインタ－ネット・カフェ

本問は社会権，選挙権という人権分野でも若干マイナーな箇所

からの出題となりました。関係する判例との違いを意識した論述

が求められています。生存権については，条例によって自治体ご

とに異なる取扱いをすることの可否に関する判例（青少年保護育

成条例に関するもの），選挙権については，選挙権の行使を制限

できる場面を非常に限定的に解した判例（在外邦人が投票できな

いことの合憲性が問題となったもの）を意識した論述が必要です。

を行使する機会自体を奪われる（公職選挙法第２１条第１項，第２８条第２号，第４２条第１項参

，国民健康保険や介護保険等の手続をするためには，住民登録が必要である

生活保護法は，「住所」という語を用いておらず，「居住地」あるいは「現在地」を基準として保護

するか否かを決定し，かつ，これを実施する者を定めている【参考資料２】。

ボランティア活動などの社会貢献活動を行う，営利を目的としない団体（ＮＰＯ）である団体Ａ

は，ホームレスの人たちなどが最底辺の生活から抜け出すための支援活動を行っている。団体Ａは，

支援活動の一環として，Ｙ市内に２つのシェルター（総収容人数は１００名）を所有している。そ

の２つのシェルターに居住する人たちは，それぞれのシェルターを住所として住民登録を行い，生

活保護受給申請や雇用保険手帳の取得，国民健康保険や介護保険等の手続をしている。

Ｘは，Ｙ市内にあるＢ社に正規社員として２０年勤めていたが，Ｂ社が倒産し，突然職を失った。

そして，失職が大きな原因となり，Ｘ夫婦は離婚した。その後，Ｘは，Ｃ派遣会社に登録し，紹介

されたＹ市内にあるＤ社に派遣社員として勤め始め，Ｙ市内にあるＤ社の寮に入居した。しかし，

Ｄ社の経営状況が悪化したために，いわゆる「派遣切り」されたＸは，寮からも退去させられた。

職も住む所も失ってしまったＸは，団体Ａに支援を求めた。そして，その団体Ａのシェルターに入

居し，そこを住所として住民登録を行った。不定期のアルバイトをしながら，できる限り自立した

生活をしたいと思っているＸは，正規社員としての採用を目指して，正規社員募集の情報を知ると

応募していたが，すべて不採用であった。その後，厳しい経済不況の中，団体Ａの支援を求める人

も急増し，２つのシェルターに居住し，そこを住所として住民登録を行う人数が２００名を超える

に至った。シェルターが「飽和状態」となって息苦しさを感じたＸは，シェルターに帰らなくなり，

正規社員への途も得られず，アルバイトで得たお金があるときはＹ市内のインターネット・カフェ

を泊まり歩き，所持金がなくなったときにはＹ市内のビルの軒先で寝た。

２０１＊年４月に，Ｙ市は，住民の居住実態に関する調査を行った。調査の結果，団体Ａのシェ

ルターを住所として住民登録している人のうち，Ｘを含む６０名には当該シェルターでの居住実態

がないと判断した。Ｙ市長は，それらの住民登録を抹消した。

住民登録が抹消されたことを知ったＸは，それによって生活上どのようなことになるのかを質問

しに，市役所に行ったところ，国民健康保険被保険者証も失効するなどの説明を受けた。Ｘは，

弱という持病があるし，最近体調も思わしくなかったが，医療費が全額自己負担になるので，病院

ver.）

　　　　　　　答案作成上，重要な事実

市町村長は，個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して，住民基本台帳を作成しなければな

生活の本拠である住所（民法第２２条参照）の有無によって，権利や利益

。国民の重要な基本的権利である選挙権も，住所を有していないと，選挙権

を行使する機会自体を奪われる（公職選挙法第２１条第１項，第２８条第２号，第４２条第１項参

，国民健康保険や介護保険等の手続をするためには，住民登録が必要である。ただし，

「住所」という語を用いておらず，「居住地」あるいは「現在地」を基準として保護

し，かつ，これを実施する者を定めている【参考資料２】。

ボランティア活動などの社会貢献活動を行う，営利を目的としない団体（ＮＰＯ）である団体Ａ

ホームレスの人たちなどが最底辺の生活から抜け出すための支援活動を行っている。団体Ａは，

支援活動の一環として，Ｙ市内に２つのシェルター（総収容人数は１００名）を所有している。そ

の２つのシェルターに居住する人たちは，それぞれのシェルターを住所として住民登録を行い，生

活保護受給申請や雇用保険手帳の取得，国民健康保険や介護保険等の手続をしている。

各問題の先頭に，出題傾向，答案作
成上の注意等を掲載しています。

膨大なデータから，合格答案作成に
必要なデータを取捨選択することが
できるよう，問題文及び資料の重要
箇所をアンダーラインで強調しまし
た。是非ご参考にして下さい。

新司法試験論文式問題を本試験と同
じ形式で掲載しています。答案作成
練習にご活用下さい。



本書の効果的活用法

司法試験 系統別・年度別 論文過去問徹底解析 公法系
318

設問の形式と時間配分
（設問形式について）

１　「人権侵害を受けた個人」の立場から違憲性の主張を展開させ，次に，被告（国・地方公共団体）

側の反論も挙げさせたうえで，最後に結論を問うという形式は，前年度までの新司法試験と同様です。

より細かく見れば，① 2006 年度は，設問１で原告の主張，設問２で被告の反論，設問３で

私見という形式であり，② 2007 年度・2008 年度は，設問１で原告の主張，設問２で反論と

私見という形式であり，③ 2009 年度は，設問１で「中止命令」についての主張・反論・私見，

設問２で「停職処分」についての主張・反論・私見という形式でしたので，今年度は，②の形

式となっています。

２　ただし，論じる分量については，昨年が「中止命令」と「停職処分」という２つを，それぞ

れ設問１と設問２で論じさせるものだったのに対して，今年は，「生活保護」と「選挙権」と

いう２つについて，設問１でＸ側の主張，設問２で反論と私見を論じさせるものとなっており，

昨年と今年であまり変わらないといえます。このことは，答える「量」が増えたことを考慮し

て，資料を含めた分量を減らした，とされる 2009 年度の分量が４頁であるのに対して，今年

の分量が５頁であることからも窺えます。

３　問題のテーマについては，「憲法では，従前から新しい領域の素材を提示する出題」（2009

年度・採点実感）がなされているところ，今年は，「派遣切り」という近年の社会問題が素材

とされています。なお，2009 年度は，遺伝子研究という先端技術に関する学問の自由への制約，

2008 年度はインターネット上の有害情報に対するフィルタリング，2007 年度は宗教団体によ

る施設建設に反対する周辺住民との利害調整，2006 年度は，たばこの包装容器への警告文表

示の義務付けがテーマとなっていました。これらは，実際に社会で生起し，問題となっている

ものであり，｢問題の存在を感じることは，憲法に関する専門的な知識を抜きにしても理解で

きることと思われ，純粋未修者にとっても問題の所在の把握は難しくない｣（2009年度・採点

実感）と，出題者は考えているので，今後もこのようなテーマが続くでしょう。普段から，新

聞や雑誌等で興味・関心を広げておくことが大事です。

（時間配分について）

本問の論じる分量は，昨年が「中止命令」と「停職処分」という２つを，それぞれ設問１と設

問２で論じさせるものだったのに対して，今年は，「生活保護」と「選挙権」という２つについて，

設問１でＸ側の主張，設問２で反論と私見を論じさせるものとなっており，昨年と今年であまり

変わらないといえます。このことは，答える「量」が増えたことを考慮して，資料を含めた分量

を減らした，とされる 2009 年度の分量が４頁であるのに対して，今年の分量が５頁であること

からも窺えます（なお、2007 年度・2008 年度は８頁です）。

したがって、答案作成時間を多めに確保しておくべきです。問題分析と答案構成は 30 分程度

で終わらせましょう。
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答案構成（平成 22年度　第１問）

第１　設問１について

１　申請拒否処分の違憲性

⑴　25 条違反

生存権の法的性質：抽象的権利→生活保護法によって具体化

　　↓

Ｙ市の制度運用

→申請却下処分はＸの生存権を侵害

　　↓

法 19 条１項１号の「居住地」，２号の「現在地」の意義が問題

　　↓

・生活保護法は生存権を具体化

→すべての国民に最低限度の生活を保障

・ホームレス自立支援法

→ホームレスを対象外とする解釈は不当

　　↓

Ｙ市の運営

→生活保護法の趣旨に合致せず

　　↓

申請却下処分は違憲

⑵　14 条違反

生活保護法は生存権を具体化

→すべての国民に最低限度の生活を保障

→自治体による異なる取扱いは原則として不合理な差別

　　↓

Ｙ市以外の自治体

→インターネットカフェ等を居住地または現在地と認める運用

　　↓

Ｙ市の運用は不合理な差別

　　↓

申請却下処分は違憲

２　住民基本台帳法 15条１項等の違憲性

住民基本台帳法 15 条１項，公職選挙法 21 条１項

→台帳記録者にのみ選挙人名簿登録許容

→Ｘの選挙権（憲法 15 条１項）を侵害

　　↓
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【出題の趣旨】
6　本問では，原告側，被告側，そし

て「あなた自身」と，三つの立場で

の見解を展開することが求められ

る。その際，三つの立場を答案構成

上の都合から余りに戦略的に展開す

ることは適切ではない。三つの立場

それぞれが，判例の動向及び主要な

学説を正確に理解していることを前

提としている。その上で，判断枠組

みに関する検討，そして事案の内容

に即した個別的・具体的検討を行う

ことが求められる。

1　今年度の論文式問題のテーマは，

貧困と権利の現実的保障である。本

問で権利の現実的保障を検討する際

に，事案としてかぎを握るのは住所

である。

2　一つは，言わば構造的問題も一因

となって，自助努力を尽くしても「健

康で文化的な最低限度の生活」を維

持することが困難な状況に陥ってい

る人々の生存権保障の問題である。

具体的には，生活保護法が「住所」

ではなく，「居住地」「現在地」を有

する者を保護の対象としているにも

かかわらず，生活の本拠を有しない

者からの生活保護申請を拒否した処

分をめぐる憲法上の問題である。こ

こで問われているのは，立法裁量論

の問題ではない。また，ここで問わ

れているのは，「文化的」に「最低

限度」であるか否かではなく，言わ

ば「生存」そのものにかかわる問題

である。なお，自治体による別異の

（設問１について）
１　本問は，Ｘ側の主張を論じるものですが，「Ｘの立場

に立ってどれだけ的確な主張を行うことができるかが問

われる」（2009 年度・ヒアリング）ので，「およそ通ら

ないような」「主張」は，思いついても答案には書かな

いようにしなければなりません。

２　本問では「生活保護」と「選挙権」が問われています。「生

活保護」に関しては，まず，生存権（憲法 25 条）につ

いて論じるべきでしょう。

生活保護を受ける権利が憲法上保障されるのか，生存

権の法的性質が問題になります。この点，プログラム規

定説，抽象的権利説，具体的権利説の対立がありますが，

本問では生活保護法によって具体化されているといえま

すので，抽象的権利説，具体的権利説のいずれかであれ

ば，Ｘ側の主張としては可能だと思われます。

３　「生活保護」に関しては，問題文中に，Ｘと「全く同

じ状況にある人にも生活保護を認める自治体がある」と

いう記載があるので，平等権（憲法 14 条）についても

論じるべきでしょう。

ここでは，自治体によって扱いが異なっていること

が問題になります。憲法 94 条がある以上自治体によ

る差異は憲法が当然予定しているという判例（最判昭
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2006 年度は，設問１で原告の主張，設問２で被告の反論

私見という形式であり，② 2007 年度・2008 年度は，設問１で原告の主張

私見という形式であり，③ 2009 年度は，設問１で「中止命令」についての主張・反

設問２で「停職処分」についての主張・反論・私見という形式でしたので，今年度は，②の形

式となっています。

２　ただし，論じる分量については，昨年が「中止命令」と「停職処分」という２つを，それぞ

れ設問１と設問２で論じさせるものだったのに対して，今年は，「生活保護」と「選挙権」と

いう２つについて，設問１でＸ側の主張，設問２で反論と私見を論じさせるものとなっており，

昨年と今年であまり変わらないといえます。このことは，答える「量」が増えたことを考慮し

て，資料を含めた分量を減らした，とされる 2009 年度の分量が４頁であるのに対して，今年
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年度・採点実感）がなされているところ，今年は，「派遣切り」という近年の社会問題が素材

とされています。なお，2009 年度は，遺伝子研究という先端技術に関する学問の自由への制約，

2008 年度はインターネット上の有害情報に対するフィルタリング，2007 年度は宗教団体によ

る施設建設に反対する周辺住民との利害調整，2006 年度は，たばこの包装容器への警告文表

示の義務付けがテーマとなっていました。これらは，実際に社会で生起し，問題となっている

ものであり，｢問題の存在を感じることは，憲法に関する専門的な知識を抜きにしても理解で

きることと思われ，純粋未修者にとっても問題の所在の把握は難しくない｣（2009年度・採点

実感）と，出題者は考えているので，今後もこのようなテーマが続くでしょう。普段から，新

聞や雑誌等で興味・関心を広げておくことが大事です。

（時間配分について）
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条違反

生存権の法的性質：抽象的権利→生活保護法によって具体化

　　↓

Ｙ市の制度運用

→申請却下処分はＸの生存権を侵害
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法 19 条１項１号の「居住地」，２号の「現在地」の意義が問題

　　↓

・生活保護法は生存権を具体化

→すべての国民に最低限度の生活を保障

・ホームレス自立支援法

→ホームレスを対象外とする解釈は不当

　　↓

Ｙ市の運営

→生活保護法の趣旨に合致せず

　　↓

申請却下処分は違憲

⑵　14 条違反

生活保護法は生存権を具体化

→すべての国民に最低限度の生活を保障

→自治体による異なる取扱いは原則として不合理な差別

　　↓

Ｙ市以外の自治体

→インターネットカフェ等を居住地または現在地と認める運用

　　↓

Ｙ市の運用は不合理な差別

　　↓

申請却下処分は違憲

条１項等の違憲性

全ての問題で答案構成（平成18年度
は「答案構成　詳細版」）を作成し
ました。
合格レベル答案の骨格をイメージし
てください。

設問形式の分析及び時間配分の注意
点をお示ししました。

LEC 専任講師が，合格レベル答案
に達するために求められる論述内容
を詳細に解説しました。法務省発表
の出題趣旨との対照により，多面的
な問題分析が可能です。
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の答案（平成 22年度　第１問）優秀
レベル

第１　設問１

１　申請拒否処分の違憲性

⑴　２５条違反

憲法２５条１項は，「すべて国民は健康で文化的な最低限

度の生活を営む権利を有する」と規定し，生存権を保障して

いる。

生存権はそれ自体では具体的な給付を請求することができ

ない抽象的権利であるが，生活保護法によって，生活保護受

給権として具体化されている。申請却下処分は，右受給権を

否定するものであるから，受給権ひいては生存権を侵害する。

生活保護法（以下「法」）１９条１項２号は，所管区域内

に現在地を有する者に対して，保護を決定し，かつ，実施し

なければならないと規定している。Ｘはインターネットカ

フェやビルの軒下で寝泊りしているが，Ｙ市内から出てはお

らず，Ｙ市内に現在している。

生活保護法の居住地や現在地という用語は，特に定義が無

い以上，民法の解釈を元に考えるべきである。民法２２条は

住所を生活の本拠と定義しており，同法２３条は住所の代わ

りに居所という概念を用意している。このことからすると，

居住地という用語は，住所または居所をいうと考えられる。

居所は住所ほど固定的ではないが，一定程度継続してそこに

暮らすことが必要であると考えられるので，ネットカフェや

ビルの軒下を転々としている場合はそこを居所とみなすこと

はできない。もっとも，現在地は民法に参考になる規定が無

いため，生活保護法の趣旨を踏まえて独自に解釈する必要が

ある。この点について，生活保護法は，生存権を具体化する

法律であるから，すべての国民の最低限度の生活を保障する

ことが目的であり，それは法１条からも明らかである。また

ホームレス自立支援法があるように，ホームレスは社会的弱

者として一般的に認知されており，２５条の精神を実現する

ためには，ホームレスの保護を除外するような法解釈は妥当

▲  生存権が問題になって
いることを示せている

▲  生存権侵害を争う場合
には，具体的立法の不
備を争うか，又は，具
体的立法に基づく処
分（給付）が不十分な
いし生存権を侵害する
ものであるとして争う
か，いずれであるかを
明確にすること。この
書き方であれば、処分
の違憲性を争うことが
明確である

▲  ネットカフェや軒下が
居住地といえるか，に
ついて，民法の規定
や，生活保護法の趣旨，
ホームレス自立支援法
の存在を踏まえて検討
している姿勢は評価で
きる
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合にのみ違法となると解する。これを本件についてみると，

ホームレスの人たちの支援を行っているＮＰＯは以前，国

政選挙の「住所」要件の改正を求める請願書を総務省に提

出していたことから，国会も「住所」要件の改正の必要性

を認識していたといえる。また，一定の期間も経過してい

るし，選挙権は上記のとおり非常に重要な権利である。以

上より，本件での国賠法上の違法性はあるといえ，同法に

基づく損害賠償請求訴訟の提起は認められる。

以　上

【講評】

★　違憲審査基準を導く論述が若干，抽象的である印象を受ける。ただ，生存権侵害について，Ｙ市長の

処分の目的を，ホームレスが増えることで市のイメージが悪くなることを防ぐことにある，という点を

述べたうえで，その不合理性を論じており，説得的である。

★　「住所」要件を定める公職選挙法の定めが選挙権侵害になるのではないか，という法令違憲が問題とな

ることを検討している点は評価できる。なお，公職選挙法を合憲としつつ，国家賠償法上違法という評

価をしている点は論理矛盾ではないか，と思われるが，選挙権侵害が問題となった平成 17 年の判例を意

識した論述をしている点が評価され，減点にはならなかったのではないか，と思われる。

■第１問単独で評価した場合，200 位前後の優秀答案。
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再現答案（平成 22年度　第１問　公法系　306 位相当）

第１　設問１

１　憲法２５条違反

Ｘは，Ｙ市福祉事務所長が行ったＸの生活保護認定申請の却

下処分の取消訴訟（行政事件訴訟法３条２項）を提起し，この

訴訟の中で，Ｙ市福祉事務所長の当該処分がＸの生存権（憲法

２５条）を不当に制約し，違憲である旨主張することが考えら

れる。

⑴　まず，Ｘの生活保護を受ける権利は，生命や健康さえも脅

かされる状況にあるＸにとってまさに最低限の生活をするた

めに必要なもので，生存権として保障される。

もっとも，かかるＸの権利は，Ｙ市に対して生活保護を要

求する積極的権利である。この点，憲法２５条は，その文言

が不明確であることから，個人の生存権の積極的側面を具体

的に保障した規定ではなく，これを具体化する法律によって

初めて具体的権利となる抽象的権利を定めたものと解する。

これを本件についてみると，国民の生活保護受給権は生活

保護法１９条により具体化されている。よって，ＸはＹ市に

対して生活保護を要求する権利を有するといえる。

⑵　そうだとして，Ｙ市福祉事務所長の当該処分はＸのかかる

生存権を不当に制約するものか。

ア　この点，Ｘのかかる生存権は，Ｘの生活状況に鑑みれば

まさに人間としての最低限度の生活をするために必要なも

のであることから，当該処分がＸの生存権を不当に制約し

ているか否かは厳格に判断すべきである。そこで，当該処

分の目的が重要で，その手段が目的と実質的関連性を有す

るといえる場合には合憲とするものと解する。

イ　これを本件についてみると，当該処分の目的は，主とし

てホームレスなどが市に増えることで市のイメージが悪く

なることを防ぐことにある。かかる目的は，なんら住民の

生活上の利益とは関係がないもので，重要とはいえない。

また，仮に目的が重要でも，インターネット・カフェやビ

▲  生存権が問題となって
いることを示せている

▲  違憲審査基準につい
て，抽象論に終始せず，
事案を踏まえて導くこ
とができている

▲  自分なりに事情を評価
できている
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暮らすことが必要であると考えられるので，ネットカフェや

ビルの軒下を転々としている場合はそこを居所とみなすこと

はできない。もっとも，現在地は民法に参考になる規定が無

▲生存権が問題になって
いることを示せている

▲生存権侵害を争う場合
には，具体的立法の不
備を争うか，又は，具
体的立法に基づく処
分（給付）が不十分な
いし生存権を侵害する
ものであるとして争う
か，いずれであるかを
明確にすること。この
書き方であれば、処分
の違憲性を争うことが
明確である

▲ネットカフェや軒下が
居住地といえるか，に
ついて

１　憲法２５条違反

Ｘは，Ｙ市福祉事務所長が行ったＸの生活保護認定申請の却

下処分の取消訴訟（行政事件訴訟法３条２項）を提起し，この

訴訟の中で，Ｙ市福祉事務所長の当該処分がＸの生存権（憲法

２５条）を不当に制約し，違憲である旨主張することが考えら

れる。

⑴　まず，Ｘの生活保護を受ける権利は，生命や健康さえも脅

かされる状況にあるＸにとってまさに最低限の生活をするた

めに必要なもので，生存権として保障される。

もっとも，かかるＸの権利は，Ｙ市に対して生活保護を要

求する積極的権利である。この点，憲法２５条は，その文言

が不明確であることから，個人の生存権の積極的側面を具体

的に保障した規定ではなく，これを具体化する法律によって

初めて具体的権利となる抽象的権利を定めたものと解する。

これを本件についてみると，国民の生活保護受給権は生活

保護法１９条により具体化されている。よって，ＸはＹ市に

対して生活保護を要求する権利を有するといえる。

⑵　そうだとして，Ｙ市福祉事務所長の当該処分はＸのかかる

生存権を不当に制約するものか。

ア　この点，Ｘのかかる生存権は，Ｘの生活状況に鑑みれば

まさに人間としての最低限度の生活をするために必要なも

のであることから，当該処分がＸの生存権を不当に制約し

ているか否かは厳格に判断すべきである。そこで，当該処

分の目的が重要で，その手段が目的と実質的関連性を有す

るといえる場合には合憲とするものと解する。

イ　これを本件についてみると，当該処分の目的は，主とし

てホームレスなどが市に増えることで市のイメージが悪く

▲生存権が問題となって
いることを示せている

▲違憲審査基準につい
て，抽象論に終始せず，
事案を踏まえて導くこ
とができている
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合にのみ違法となると解する。これを本件についてみると，

ホームレスの人たちの支援を行っているＮＰＯは以前，国

政選挙の「住所」要件の改正を求める請願書を総務省に提

出していたことから，国会も「住所」要件の改正の必要性

を認識していたといえる。また，一定の期間も経過してい

るし，選挙権は上記のとおり非常に重要な権利である。以

上より，本件での国賠法上の違法性はあるといえ，同法に

基づく損害賠償請求訴訟の提起は認められる。

以　上

【講評】

★　違憲審査基準を導く論述が若干，抽象的である印象を受ける。ただ，生存権侵害について，Ｙ市長の

処分の目的を，ホームレスが増えることで市のイメージが悪くなることを防ぐことにある，という点を

述べたうえで，その不合理性を論じており，説得的である。

★　「住所」要件を定める公職選挙法の定めが選挙権侵害になるのではないか，という法令違憲が問題とな

ることを検討している点は評価できる。なお，公職選挙法を合憲としつつ，国家賠償法上違法という

価をしている点は論理矛盾ではないか，と思われるが，選挙権侵害が問題となった平成 17 年の判例を意

識した論述をしている点が評価され，減点にはならなかったのではないか，と思われる。

■第１問単独で評価した場合，200 位前後の優秀答案。

再現答案（平成 21年度・22年度）
には，全体講評を付すとともに，答
案ごとの推定順位を明記しました。

各問題（平成 18年度を除く）に優
秀レベルの答案を掲載しました。加
えて，平成 21 年度・22 年度につ
いては，合格者の再現答案も掲載し
ております。
各答案にはサイドコメントを付し，
答案の優れている点・改善すべき点
を記載しています。
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平成２２年新司法試験論文式試験問題出題趣旨資 料

【公法系科目】

〔第１問〕
1　今年度の論文式問題のテーマは，貧困と権利の現実
的保障である。本問で権利の現実的保障を検討する際
に，事案としてかぎを握るのは住所である。
2　一つは，言わば構造的問題も一因となって，自助努
力を尽くしても「健康で文化的な最低限度の生活」を
維持することが困難な状況に陥っている人々の生存権
保障の問題である。具体的には，生活保護法が「住所」
ではなく，「居住地」「現在地」を有する者を保護の対
象としているにもかかわらず，生活の本拠を有しない
者からの生活保護申請を拒否した処分をめぐる憲法上
の問題である。ここで問われているのは，立法裁量論
の問題ではない。また，ここで問われているのは，「文
化的」に「最低限度」であるか否かではなく，言わば
「生存」そのものにかかわる問題である。なお，自治
体による別異の取扱いに関しては，それを合憲とした
先例（最大判昭和３３年１０月１５日）があるが，そ
の先例と本問の事案とは異なることを踏まえて検討す
る必要がある。
3　もう一つは，選挙権（投票権）に関する問題であ
る。公職選挙法第９条第１項が定める選挙権の積極的
要件を満たし，かつ，同法第１１条第１項が定める選
挙権の消極的要件に当たらなくても，選挙人名簿の登
録が住民基本台帳に記録されている者について行われ
る（同法第２１条第１項）ので，住所を失うと選挙権
を行使する機会を奪われることになる。ここでは，選
挙権（投票権）の意義をどのように考えるのかが問わ
れる。
4　選挙権を行使できないということは，選挙権が事実
上保障されていないことを意味する。「国民の選挙権
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」ず，「やむを得ない事由があるといえ」るため
には，「そのような制限をすることなしには選挙の公
正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不
能ないし著しく困難であると認められる場合」である
ことが必要である（最大判平成１７年９月１４日）。
5　公職選挙法が上記のような取扱いをしていて，住所
を有しない者が投票する仕組みを設けていないことに
ついての「やむを得ない事由」の有無を，事案の内容
に即して個別的・具体的に検討することが求められる。
また，選挙権を行使できなかったことに基づく国家賠
償請求についても，上記判決が示す要件を踏まえつつ，
事案に即した具体的検討をすることが求められる。

6　本問では，原告側，被告側，そして「あなた自身」と，
三つの立場での見解を展開することが求められる。そ
の際，三つの立場を答案構成上の都合から余りに戦略
的に展開することは適切ではない。三つの立場それぞ
れが，判例の動向及び主要な学説を正確に理解してい
ることを前提としている。その上で，判断枠組みに関
する検討，そして事案の内容に即した個別的・具体的
検討を行うことが求められる。

7　設問１では，原告側は一定の筋の通った主張を，十
分に行う必要がある。

8　設問２では，「被告側の反論を想定しつつ」検討す
ることが求められている。「想定」される反論を書く
パートでは，反論の憲法上のポイントだけを挙げれば
よい。そこでは，反論の内容を詳細に書く必要はない。
反論の詳細な内容は，「あなた自身の見解」のパート
で書けばよい。
そこでは，原告・被告双方の主張内容を十分に検討

した上で，「あなた自身」の結論及びその理由を書く
ことが求められる。

9　いずれにしても，問われるのは理由の説得力である。

〔第２問〕
1　本問は，Ａ村の村長Ｅが行った村有土地の安値売却
に対して，村民Ｂらが提起することが予想される訴訟
について，Ａ村の顧問弁護士の立場から論じさせるも
のである。問題文と資料から基本的な事実関係を把握
し，地方自治法や同法施行令の趣旨を読み解いた上で，
住民訴訟の訴訟要件等を検討するとともに，本案にお
ける違法事由，つまり本件土地売買契約の適法性を論
じる力を試すものである。住民訴訟及び財務会計法規
にかかわる細かい知識を問う趣旨ではなく，住民訴訟
による住民参政及び財政統制，行政契約の公正性及び
透明性，地方公共団体の財務の経済性，地方議会の議
決の民主性といった基本的な考え方を，条文や与えら
れた判決から読み取り，事案に即した具体的な解釈論
として展開する力を試すものである。

2　設問１は，住民訴訟の基本的な利用条件について，
具体的に検討させる趣旨の問題である。住民訴訟，特
に，いわゆる４号請求に関して，基本的な理解を確認
するものである。住民訴訟の利用条件のうち，例えば，
監査請求前置という要件に関しては，住民監査請求を
行っていない村民Ｄが本件で住民訴訟の原告になるこ
とができるのかを検討する必要がある。また，住民訴
訟は当該地方公共団体における住民による提起が要求
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えられる問題点や，それを解決する方策の可能性
を具体的に検討しようとする答案も相当数見られ
た。しかし，選挙権という重要な権利が問題に
なっているので「厳格審査の基準」でその合憲性
を審査するなどとするのみで，具体的な検討なく
安易に違憲としている答案も多く，逆に，「選挙
権は権利であると同時に公的な義務」と位置付け
るだけで，安易に制限を合憲とする答案も意外に
多かった。
エ　上記のような厳格な審査を基礎付けるには，合
憲性判断の枠組みを選挙権及び投票権の憲法上の
位置付けからしっかりと検討することが必要であ
るが，選挙権の重要性を「国民主権」「間接民主
制」からきちんと述べてある答案が余りなく，「表
現の自由の自己統治の価値」，「表現の自由と同様，
政治的意見を表明する権利」など，表現の自由の
重要性から演繹する答案が意外に多かった。
オ　選挙権の行使が妨げられたことについて，立法
不作為の違憲を理由とする国家賠償請求訴訟の可
能性に全く言及しない答案も相当数にあった。立
法不作為による国家賠償請求に触れた答案でも，
在外邦人選挙権訴訟判決を意識した答案はまれで
あり，最高裁昭和６０年１１月２１日判決（在宅
投票制廃止訴訟）のみに基づいて検討する答案が
多くあった。
在外邦人選挙権訴訟判決では，国が国民の選挙
権の行使を可能にするための所要の措置をとらな

いという不作為によって国民が選挙権を行使する
ことができない場合の立法不作為の実体的合憲性
の問題と，立法不作為が国家賠償法上違法の評価
を受けるための要件という問題を区別して検討し
ているが，この２つの問題の区別を意識しない答
案が多く見られた。
立法不作為の国家賠償法上の違法性に関して，
本問では，「７年前に改正を求める請願書を総務
省に提出していた」という事案であり，在外邦人
選挙権訴訟判決の事案とは異なっていることか
ら，そのことを踏まえて検討することが求められ
る。しかし，これらの点について具体的に検討す
る答案は，ほとんどなかった。

３　今後の法科大学院教育に求めるもの
憲法上の問題を検討するに当たっては，判断枠組み
の構築と当該事案における個別的・具体的な検討が必
要不可欠である。法科大学院では，審査基準（三段階
審査とか比例原則という言葉）の定型的・観念的使用
を戒めるとともに，それらの内容の精確な理解（問題
点を含めて）を学生に深めさせる教育が求められる。
また，実務において判例の持つ意味を十分に認識し，
基本判例は，判決原文に照らして検討する必要がある。
その上で，当該判決における理論的問題を検討し，そ
して事実認定・事実評価の問題点を個別的・具体的に
理解・検討することが求められる。

平成２２年新司法試験の採点実感等に関する意見（行政法）資 料

１　出題の趣旨
別途公表している「出題の趣旨」を，参照いただき
たい。

２　採点方針
採点に当たり重視していることは，法的な論述に慣
れ，分かりやすく，かつ，受験生の思考の跡を採点者
が追うことができるような文章を書いているか，とい
う点である。決して知識の量に重点を置いているわけ
ではない。

３　答案に求められる水準
⑴　設問１

本件において提起されることが見込まれる住民訴
訟に関し，①村長Ｅが地方自治法第２４２条第１項

にいう「普通地方公共団体の長」として「違法」な「財
産の…処分」（又は「契約の締結」）をしたとされる
ことについて，Ａ村の「執行機関又は職員」（本件
ではＥ）を被告として，この者においてＡ村がＥに
対して有する損害賠償請求権の行使をすることを求
める内容のもの（義務付け訴訟）であることが押さ
えられているかどうかを，②他の主要な論点（Ｂに
ついての出訴期間の遵守，Ｃについての「住民」要
件の充足，Ｄについての「住民監査請求前置」の充
足）への解答とあいまって，優秀な答案であるかど
うかを判定する際の目安とした。
住民訴訟制度についての受験者の一般的な習得の程
度を考慮し，上記の①の点については，上記の全ての
要素に明示的に触れていなくても，おおよその理解が
できていることがうかがわれれば，優秀又は良好な答

憲性判断の枠組みを選挙権及び投票権の憲法上の
位置付けからしっかりと検討することが必要であ
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者からの生活保護申請を拒否した処分をめぐる憲法上
の問題である。ここで問われているのは，立法裁量論
の問題ではない。また，ここで問われているのは，「文
化的」に「最低限度」であるか否かではなく，言わば
「生存」そのものにかかわる問題である。なお，自治
体による別異の取扱いに関しては，それを合憲とした
先例（最大判昭和３３年１０月１５日）があるが，そ
の先例と本問の事案とは異なることを踏まえて検討す
る必要がある。
3　もう一つは，選挙権（投票権）に関する問題であ
る。公職選挙法第９条第１項が定める選挙権の積極的
要件を満たし，かつ，同法第１１条第１項が定める選
挙権の消極的要件に当たらなくても，選挙人名簿の登
録が住民基本台帳に記録されている者について行われ
る（同法第２１条第１項）ので，住所を失うと選挙権
を行使する機会を奪われることになる。ここでは，選
挙権（投票権）の意義をどのように考えるのかが問わ
れる。
4　選挙権を行使できないということは，選挙権が事実
上保障されていないことを意味する。「国民の選挙権
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」ず，「やむを得ない事由があるといえ」るため
には，「そのような制限をすることなしには選挙の公
正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不
能ないし著しく困難であると認められる場合」である
ことが必要である（最大判平成１７年９月１４日）。
5　公職選挙法が上記のような取扱いをしていて，住所
を有しない者が投票する仕組みを設けていないことに
ついての「やむを得ない事由」の有無を，事案の内容
に即して個別的・具体的に検討することが求められる。
また，選挙権を行使できなかったことに基づく国家賠
償請求についても，上記判決が示す要件を踏まえつつ，
事案に即した具体的検討をすることが求められる。

8　設問２では，
ることが求められている
パートでは，反論の憲法上のポイントだけを挙げれば
よい。そこでは，反論の内容を詳細に書く必要はない。
反論の詳細な内容は，「あなた自身の見解」のパート
で書けばよい。
そこでは，原告・被告双方の主張内容を十分に検討

した上で，「あなた自身」の結論及びその理由を書く
ことが求められる。
9　いずれにしても，問われるのは理由の説得力である。

〔第２問〕
1　本問は，Ａ村の村長Ｅが行った村有土地の安値売却
に対して，村民Ｂらが提起することが予想される訴訟
について，Ａ村の顧問弁護士の立場から論じさせるも
のである。問題文と資料から基本的な事実関係を把握
し，地方自治法や同法施行令の趣旨を読み解いた上で，
住民訴訟の訴訟要件等を検討するとともに，本案にお
ける違法事由，つまり本件土地売買契約の適法性を論
じる力を試すものである。住民訴訟及び財務会計法規
にかかわる細かい知識を問う趣旨ではなく，住民訴訟
による住民参政及び財政統制，行政契約の公正性及び
透明性，地方公共団体の財務の経済性，地方議会の議
決の民主性といった基本的な考え方を，条文や与えら
れた判決から読み取り，事案に即した具体的な解釈論
として展開する力を試すものである。
2　設問１は，住民訴訟の基本的な利用条件について，
具体的に検討させる趣旨の問題である。住民訴訟，特
に，いわゆる４号請求に関して，基本的な理解を確認
するものである。住民訴訟の利用条件のうち，例えば，
監査請求前置という要件に関しては，住民監査請求を
行っていない村民Ｄが本件で住民訴訟の原告になるこ
とができるのかを検討する必要がある。また，住民
訟は当該地方公共団体における住民による提起が要求

法務省発表の新司法試験関係資料
を全て掲載し，重要部分にアンダー
ラインを引きました。
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平成 18 年度
（2006 年度）

第1問

本問は，事業部門の１つを他の会社へ譲渡した行為が，株主総

会の特別決議を要する事業譲渡に該当するか否か，が中心的な問

題です。本問事例では，競業避止義務が排除されているので，最

高裁の定める３要件から考えると，株主総会の特別決議は不要で

はないか，と考えられます。

設問２では，議決権の多数を占める株主が議決権行使をしたこ

とによって不当な決議がされた，として株主総会決議取消の訴え

が提起できるか，さらに，取締役の任務懈怠責任を検討すること

が求められます。
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（配点：100）（配点：100）

１．Ｐ株式会社（以下「Ｐ社」という。）は，ホテル事業及びスポーツ施設の運営事業を主たる事

業目的とする会社法（平成１７年法律第８６号。以下同じ。）上の公開会社であり，スポーツ事

業部門にかかる資産の帳簿価額は，Ｐ社の総資産額の約４０％を占めている。

Ｑ株式会社（以下「Ｑ社」という。）は，ショッピングセンターの運営事業及びスポーツ施設

の運営事業を主たる事業目的とする会社法上の公開会社である。Ｑ社は，Ｐ社の議決権総数の

４０％に当たるＰ社株式を保有し，Ｑ社の代表権のない取締役ＡがＰ社の代表取締役を兼任して

いるが，Ａ以外に両社の取締役を兼任する者はいない。

Ｑ社はかねてＰ社のスポーツ事業部門の買収に関心を有しており，Ｑ社の取締役会においては，

もしＱ社がＰ社のスポーツ施設を所有することとなれば，Ｑ社のスポーツ事業部門の業績向上に

有用であるという意見と，当該スポーツ施設をショッピングセンター用の大型店舗に転用すれば

大いに活用できるという意見とに分かれていたが，いずれにせよＰ社からのスポーツ事業部門の

譲受けを積極的に進めるべきことで意見は一致していた。なお，Ｑ社は，株式買取請求権の行使

を懸念し，これが問題となる手続は利用しないこととした。

Ｐ社は業績が思わしくなく，特にスポーツ事業部門が不振であったため，Ｐ社の取締役会にお

いては，ホテル事業に傾注して業績の立て直しを図るべきであり，スポーツ事業部門をＱ社に譲

渡することに賛成の意見が多数を占めた。ただし，スポーツ事業部門を譲渡することには取締役

の一部に強い反対があったため，Ｑ社にスポーツ事業部門を譲渡するが，将来，Ｐ社の業績が回

復すればスポーツ施設の運営事業を再開することは妨げられないよう，Ｑ社との間で約定をして

おくべきことで意見がまとまり，その点については，Ｑ社からの一応の了解も得られた。

〔�設問１〕　この段階で，Ｐ社法務部の担当者が弁護士であるあなたのところに，本件に関する会

社法上の手続の進め方について相談に来た。Ｑ社がスポーツ施設の運営事業を承継する場合と，

当該スポーツ施設をショッピングセンターに転用する場合とに分けて，回答すべき内容を検討し

なさい。なお，後記２記載の事実は，ここでは考慮せずに解答すること。

２．その後，Ｐ社代表取締役Ａが複数の専門家に鑑定をさせたところ，収益からみたスポーツ施設

の運営事業の事業価値は２０億円を下らず，また，スポーツ施設の資産価値も３０億円を下らな

いとの回答を得たが，Ｑ社代表取締役Ｂは，帳簿価額により算定した１０億円以下にするよう強

く求めた。

Ｐ社は，スポーツ施設の運営事業の今後の動向，当該事業再開の可能性，Ｑ社との関係の継続

等も考慮した上で，契約内容の再検討を行った。その結果，Ｐ社代表取締役ＡとＱ社代表取締役

Ｂとの間で，別紙の契約書による契約が締結され，当該契約は履行された。なお，当該契約の締

結については，Ｐ社の取締役会において承認され，さらに，Ｐ社の株主総会において特別決議に



司法試験 系統別・年度別 論文過去問徹底解析 民事系

平
成
18
年
度

問題文

3

より承認された。Ｑ社の取締役会においても，当該契約の締結に先立ち，重要事実が開示され，

Ａを議決から排除した上でその締結を承認する決議がされた。

〔設問２〕　上記の事実関係について，会社法上の問題点を検討しなさい。
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問 題 文（重要箇所の強調 ver.）

　　　　　　　事案整理・答案作成上，重要な事実

１．Ｐ株式会社（以下「Ｐ社」という。）は，ホテル事業及びスポーツ施設の運営事業を主たる事

業目的とする会社法（平成１７年法律第８６号。以下同じ。）上の公開会社であり，スポーツ事

業部門にかかる資産の帳簿価額は，Ｐ社の総資産額の約４０％を占めている。

Ｑ株式会社（以下「Ｑ社」という。）は，ショッピングセンターの運営事業及びスポーツ施設

の運営事業を主たる事業目的とする会社法上の公開会社である。Ｑ社は，Ｐ社の議決権総数の

４０％に当たるＰ社株式を保有し，Ｑ社の代表権のない取締役ＡがＰ社の代表取締役を兼任して

いるが，Ａ以外に両社の取締役を兼任する者はいない。

Ｑ社はかねてＰ社のスポーツ事業部門の買収に関心を有しており，Ｑ社の取締役会においては，

もしＱ社がＰ社のスポーツ施設を所有することとなれば，Ｑ社のスポーツ事業部門の業績向上に

有用であるという意見と，当該スポーツ施設をショッピングセンター用の大型店舗に転用すれば

大いに活用できるという意見とに分かれていたが，いずれにせよＰ社からのスポーツ事業部門の

譲受けを積極的に進めるべきことで意見は一致していた。なお，Ｑ社は，株式買取請求権の行使

を懸念し，これが問題となる手続は利用しないこととした。

Ｐ社は業績が思わしくなく，特にスポーツ事業部門が不振であったため，Ｐ社の取締役会にお

いては，ホテル事業に傾注して業績の立て直しを図るべきであり，スポーツ事業部門をＱ社に譲

渡することに賛成の意見が多数を占めた。ただし，スポーツ事業部門を譲渡することには取締役

の一部に強い反対があったため，Ｑ社にスポーツ事業部門を譲渡するが，将来，Ｐ社の業績が回

復すればスポーツ施設の運営事業を再開することは妨げられないよう，Ｑ社との間で約定をして

おくべきことで意見がまとまり，その点については，Ｑ社からの一応の了解も得られた。

〔�設問１〕　この段階で，Ｐ社法務部の担当者が弁護士であるあなたのところに，本件に関する会

社法上の手続の進め方について相談に来た。Ｑ社がスポーツ施設の運営事業を承継する場合と，

当該スポーツ施設をショッピングセンターに転用する場合とに分けて，回答すべき内容を検討し

なさい。なお，後記２記載の事実は，ここでは考慮せずに解答すること。

２．その後，Ｐ社代表取締役Ａが複数の専門家に鑑定をさせたところ，収益からみたスポーツ施設

の運営事業の事業価値は２０億円を下らず，また，スポーツ施設の資産価値も３０億円を下らな

いとの回答を得たが，Ｑ社代表取締役Ｂは，帳簿価額により算定した１０億円以下にするよう強

く求めた。

Ｐ社は，スポーツ施設の運営事業の今後の動向，当該事業再開の可能性，Ｑ社との関係の継続

等も考慮した上で，契約内容の再検討を行った。その結果，Ｐ社代表取締役ＡとＱ社代表取締役
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Ｂとの間で，別紙の契約書による契約が締結され，当該契約は履行された。なお，当該契約の締

結については，Ｐ社の取締役会において承認され，さらに，Ｐ社の株主総会において特別決議に

より承認された。Ｑ社の取締役会においても，当該契約の締結に先立ち，重要事実が開示され，

Ａを議決から排除した上でその締結を承認する決議がされた。

〔�設問２〕　上記の事実関係について，会社法上の問題点を検討しなさい。
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設問の形式と時間配分
（設問形式について）

設問１は事業譲渡をめぐる会社法上の手続の進め方に関する問題，設問２は親会社が子会社を

食い物にするような行為が行われた場合の問題点を問うという事例問題，となっており，バラン

スの良い出題です。

（時間配分について）

問題文の事例が周辺事情をそぎ落としてあり，別紙の「事業譲渡契約書」の項目も必要最小限

となっていますので，別紙も含め，５分ほどで問題文の読み込みは終わるはずです。「Ｑ社は，

株式買取請求権の行使を懸念し，これが問題となる手続は利用しないこととした。」という限定

が付いているので，会社分割（吸収分割）の手続は採らないことが明らかです。受験生の多くは，

設問１について，事業譲渡の手続と「重要な財産の処分及び譲受け」の手続を書けばよい，と気

付いたことでしょう。この２つの手続は旧商法上の手続とあまり変わらないので，答案構成には

それほど時間がかからなかったと思います。設問１の答案構成は 15 分程度で終わらせて欲しい

ところです。

これに対し，設問２は「問題点」と抽象的に問われているため，何を書いてよいか，また，ど

のような順番で論じるべきか，迷った方もいたことと思われます。後述のように，いわゆる「親

子会社を巡る問題点」及び手続上の問題点がありますので，丁寧に答案構成をした方が無難です。

設問２の構成に 25 分程度をかけて，あとは１時間 10 分程度で答案を書き上げる，という時間

配分がお薦めです。
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【出題の趣旨】
1　本問は，株式会社（Ｐ社）が事業

部門の一つを大株主（Ｑ社）に譲渡

する場合に，当該譲渡が株主総会の

特別決議を要する事業譲渡に当たる

かどうか，及び事業譲渡となる場合

において，対価が不相当に少額であ

ると見られるときに，会社法上どの

ような問題が生じるかを問うもので

ある。具体的には，主に次の各論点

について，制度の趣旨及び判例・学

説の状況を理解した上で整合的に論

じることが求められる。

2　〔設問１〕では，Ｑ社がスポーツ

施設の運営事業を承継するかどう

か，又はＰ社の競業避止義務を特約

で排除するかどうかがまだ明らかで

ない段階で，Ｐ社における会社法上

の手続の進め方が問われている。株

主総会の特別決議を要する「事業譲

渡」（会社法第４６７条第１項第２

号）の要素として，一定の事業目的

のために組織化され有機的一体とし

て機能する財産の移転が不可欠であ

ることにほぼ争いはないが，譲受人

による事業活動の承継，及び譲渡会

社による競業避止義務の負担を不可

欠の要素と解すべきかについては，

判例・学説上争いがある。事業譲渡

に株主総会決議が要求される趣旨に

照らし，丁寧に検討することが期待

される。

3　本問の譲渡が総会決議を要する事

業譲渡に当たる場合には，更に事業

の「重要な一部」（会社法第４６７

（設問１について）
１　本問においては，本件スポーツ施設及びスポーツ施設

運営事業の譲渡が事業譲渡にあたるか否かについて，譲

受人であるＱ社がそのまま事業を継承する場合とショッ

ピングセンターに転用する場合に分けて，検討すること

が必要となります。事業譲渡にあたる場合，Ｐ社におい

て，株主総会特別決議による承認が必要となるからです。

２　「事業の重要な一部の譲渡」（467 条１項２号，以下，「事

業譲渡」という）にあたるか否かについては，判例は，

①一定の営業目的のために組織化され，有機的一体とし

て機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し，②これ

によって譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的

活動の全部又は一部を譲受人に受け継がせ，③譲渡人が

法律上当然に競業避止義務を負うもの，と判示していま

す。設問は「弁護士として回答すべき内容」を問うてい

るので，判例に従って判断すべきでしょう。

３　Ｑ社がスポーツ施設の運営事業を承継する場合であっ

ても，本問では，Ｐ社は競業避止義務を負わない旨の約

定をＱ社と結ぶこととなることから，上記判例の規範に

照らすと，本件譲渡は事業譲渡にはあたらないこととな

りそうです。もっとも，判例が上記要件③を必要として

いることについては学説上も批判が強いことから，弁護

合格答案のポイント
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答案構成　詳細版（平成 18 年度　第 1 問）

第１　設問１について

１　Ｑ社がスポーツ施設の運営事業を継承する場合

⑴「事業の重要な一部の譲渡」（467 条１項２号）にあたるか

→あたれば株主総会特別決議が必要（309 条２項 11 号）

　　　　↓

ア　事業譲渡の意義

①　一定の事業目的のため組織化され，有機的一体として機能する財産の全部又は

重要な一部を譲渡するもの

②　これによって，事業活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ

③　譲渡渡会社が法律上当然に競業避止義務を負うもの

（理由）明確な基準による取引安全，法解釈の統一性

イ　本件でＰ社はＱ社との間で，将来スポーツ施設の運営事業を再開することを可能と

する約定を結んでいる（要件③を欠く）

　　　　↓

「事業の重要な一部の譲渡」にはあたらない

→株主総会特別決議は不要

⑵　「重要な財産の処分」（362 条４項１号）にあたるか

　　　　↓

ア　「重要な」の意義

→当該財産の価額，その会社の総資産に占める割合，当該財産の保有目的，処分行

為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断

　　　　↓

イ　・スポーツ事業部門の資産の帳簿価額は総資産額の 40％

�・P社は従来スポーツ事業を主たる事業目的としている

　　　　↓

「重要な財産の処分」にあたる

→取締役会決議が必要

⑶　代表取締役Ａについて利益相反取引（365 条１項，356 条１項３号）にあたるか

　　　　↓

Ｐ社の代表取締役ＡはＱ社では代表権のない取締役に過ぎない

　　　　↓

利益相反取引にはあたらない

→取締役会決議は不要

２　Ｑ社がスポーツ施設をショッピングセンターに転用する場合

⑴「事業の重要な一部の譲渡」（467 条１項２号）にあたるか



2010 年で大大問は最後でした（2011年度以降，民事系は２時間問題が３つ，という出題形式へ変更となりま

した）。実体法と手続法の融合，というスタイルに戻ったといえ，民法分野から３問（設問１・２・５），民事訴訟

法分野から２問，合計５問の出題でした。

民法からの出題は，例年通り，要件事実を意識した出題（設問１）がありましたが，内容的には素直な問題で，

代理権授与行為に関する事実が，有権代理と権限外の表見代理のいずれの法律構成においても意味を持つ，とい

うことに気付くことができるか，がポイントです。抵当権侵害に基づく損害賠償請求や，その損害賠償請求における

「登記欠缺の抗弁」の取扱いを問う設問２と，届出がない認知は無効であることを前提に，割合的包括遺贈の効果

（債務の帰属）を問う設問５は，非常に難しい問題で，出題者の意図を正確に見抜いた答案は非常に少数でした。

民事訴訟法においては，当事者の確定の基準，弁護士でない者が代理して行った訴訟行為の効力，一部認容

判決の可否，といった基本的問題に加えて，例年通り，「現場思考型」の問題も出題されました。債務不存在確

認訴訟において，自認部分を含めて債務全体を訴訟物と解する見解（判例とは異なる考え方）に立った場合の事

案処理を考えさせる問題であり，「理解」も難しく，かつ，「答案表現」も難しい（書きにくい）問題でした。

平成 22 年度
（2010 年度）

第2問
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（配点：100）

（配点：２００〔〔設問１〕から〔設問５〕までの配点の割合は，3.5：4：3.5：6.5：2.5〕

次の文章を読んで，後記の〔設問１〕から〔設問５〕までに答えなさい。

Ⅰ

【事実】

１．印刷や製版の工場を個人で営むＡとその妻であるＢとの間には，昭和５８年８月２０日にＣ男

が生まれた。やがて平成５年にＢが病没すると，Ａは，平成６年２月にＤと婚姻した。この時，

Ｄには子としてＥ女があり，Ｅは，昭和６０年２月６日生まれである。

Ａには，主な資産として，工場とその敷地のほかに，当面は使用する予定がない甲土地があり，

また，甲土地の近くにある乙土地とその上に所在する丙建物も所有しており，丙建物は，事務所

を兼ねた商品の一時保管の場所として用いられてきた。これら甲，乙及び丙の各不動産は，いず

れもＡを所有権登記名義人とする登記がされている。

２．Ｃは，大学卒業後，いったんは大手の食品メーカーに就職したが，やがて，小さくてもよいか

ら年来の希望であった出版の仕事を自ら手がけたいと考え，就職先を辞め，雑誌出版の事業を始

めた。そして，事業が軌道に乗るまで，出版する雑誌の印刷はＡの工場で安価に引き受けてもら

うことになった。

３．そのころ，Ａは，事業を拡張することを考えていた。そこで，Ａは，金融の事業を営むＦに資

金の融資を要請し，両者間で折衝が持たれた結果，平成１９年３月１日に，ＡとＦが面談の上，

ＦがＡに１５００万円を融資することとし，その担保として甲，乙及び丙の各不動産に抵当権を

設定するという交渉がほぼまとまり，同月１５日に正式な書類を調えることになった。なお，こ

のころになって，Ｃの出版の事業も本格的に動き出し，そのための資金が不足になりがちであっ

た。

４．ところが，平成１９年３月１５日にＡに所用ができたことから，前日である１４日にＡはＦに

電話をし，「自分が行けないことはお詫びするが，息子のＣを赴かせる。先日の交渉の経過を話

してあり，息子も理解しているから，後は息子との間でよろしく進めてほしい。」と述べ，これ

をＦも了解した。

５．平成１９年３月１５日午前にＦと会ったＣは，Ｆに対し，「父の方で資金の需要が急にできた

ことから，融資額を２０００万円に増やしてほしい。」と述べた。そこで，Ｆは，一応Ａの携帯

電話に電話をして確認をしようとしたが，Ａの携帯電話がつながらなかったことから，Ａの自宅

に電話をしたところ，Ａは不在であり，電話に出たＤは，Ｆの照会に対し「融資のことはＣに任

せてあると聞いている。」と答えた。これを受けＦは，同日に，融資額を２０００万円とし，最

終の弁済期を平成２２年３月１５日として融資をする旨の金銭消費貸借の証書を作成し，また，

２０００万円を被担保債権の額とし，甲，乙及び丙の各不動産に抵当権を設定する旨の抵当権設



司法試験 系統別・年度別 論文過去問徹底解析 民事系

平
成
22
年
度

問題文

345

定契約の証書が作成され，Ｃが，これらにＡの名を記してＡの印鑑を押捺した。

６．この２０００万円の貸付けの融資条件は，返済を３度に分けてすることとされ，第１回は平成

２０年３月１５日に５００万円を，次いで第２回は平成２１年３月１５日に１０００万円を，そ

して第３回は平成２２年３月１５日に５００万円を支払うべきものとされた。また，利息は，年

３６５日の日割計算で年１割２分とし，借入日にその翌日から１年分の前払をし，以後も平成

２０年３月１５日及び平成２１年３月１５日にそれぞれの翌日から１年分の前払をすることとし

た。なお，遅延損害金については，同じく年３６５日の日割計算で年２割と定められた。

７．同じ３月１５日の午後にＡの銀行口座にＦから２０００万円が振り込まれた。これを受けＣは，

同日中に，日ごろから銀行口座の管理を任されているＡの従業員を促し５００万円を引き出させ

た上で，それを同従業員から受け取った。

また，甲，乙及び丙の各不動産に係る抵当権の設定の登記も，同日中に申請された。これらの

抵当権の設定の登記は，甲土地については，数日後に申請のとおりＦを抵当権登記名義人とする

登記がされた。しかし，乙及び丙の各不動産については，添付書面に不備があるため登記官から

補正を求められたが，その補正はされなかった。その後，【事実】９に記すとおり，ＡＦ間に被

担保債権をめぐり争いが生じたことから，乙及び丙の各不動産について抵当権の設定の登記の再

度の申請がされるには至らなかった。

８．翌４月になって，甲，乙及び丙の各不動産の登記事項証明書を調べて不審を感じたＡは，Ｃを

問いただした。Ｃは，乙及び丙の各不動産について手続の手違いがあって登記の手続が遅れてい

ると説明し，また，自分の判断で２０００万円の借入れを決めたことを認めた。

９．借入れの経過に納得しないＡは，弁護士Ｐに相談した。そして，Ａは弁護士Ｐを訴訟代理人に

選任した上で，平成１９年６月１日，Ｆに対し，平成１９年３月１５日付けの消費貸借契約（以

下「本件消費貸借契約」という。）に基づきＡがＦに対して負う元本返還債務が１５００万円を

超えては存在しないことの確認を求める訴え（以下「第１訴訟」という。）をＪ地方裁判所に提

起した。

〔�設問１〕　【事実】１から９までを前提として，Ｆが，第１訴訟において，ＡがＣに借入れの代理

権でその金額に限度のないものを授与したとする主張，及びＡがＣに借入れの代理権でその金額

の限度を１５００万円とするものを授与したとする主張とを選択的にしたとする場合，それぞれ

の主張にとって，次に掲げる事実①及び事実②は法律上の意義を有するか，また，それを有する

と考えられるときに，どのような法律上の意義を有するか，それぞれ理由を付して解答しなさい。

①　【事実】４に記す事実のうち，ＡがＦに電話をして，３月１５日に赴かせるＣには交渉の経

過を話してあり，それをＣが理解しているから，後はＣとの間でよろしく進めてほしい，と述

べたこと。
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問 題 文（重要箇所の強調 ver.）

　　　　　　　事案整理・答案作成上，重要な事実
　　　　　　　代理・表見代理において重要な事実

（配点：２００〔〔設問１〕から〔設問５〕までの配点の割合は，3.5：4：3.5：6.5：2.5〕）

次の文章を読んで，後記の〔設問１〕から〔設問５〕までに答えなさい。

Ⅰ

【事実】

１．印刷や製版の工場を個人で営むＡとその妻であるＢとの間には，昭和５８年８月２０日にＣ男

が生まれた。やがて平成５年にＢが病没すると，Ａは，平成６年２月にＤと婚姻した。この時，

Ｄには子としてＥ女があり，Ｅは，昭和６０年２月６日生まれである。

Ａには，主な資産として，工場とその敷地のほかに，当面は使用する予定がない甲土地があり，

また，甲土地の近くにある乙土地とその上に所在する丙建物も所有しており，丙建物は，事務所

を兼ねた商品の一時保管の場所として用いられてきた。これら甲，乙及び丙の各不動産は，いず

れもＡを所有権登記名義人とする登記がされている。

２．Ｃは，大学卒業後，いったんは大手の食品メーカーに就職したが，やがて，小さくてもよいか

ら年来の希望であった出版の仕事を自ら手がけたいと考え，就職先を辞め，雑誌出版の事業を始

めた。そして，事業が軌道に乗るまで，出版する雑誌の印刷はＡの工場で安価に引き受けてもら

うことになった。

３．そのころ，Ａは，事業を拡張することを考えていた。そこで，Ａは，金融の事業を営むＦに資

金の融資を要請し，両者間で折衝が持たれた結果，平成１９年３月１日に，ＡとＦが面談の上，

ＦがＡに１５００万円を融資することとし，その担保として甲，乙及び丙の各不動産に抵当権を

設定するという交渉がほぼまとまり，同月１５日に正式な書類を調えることになった。なお，こ

のころになって，Ｃの出版の事業も本格的に動き出し，そのための資金が不足になりがちであっ

た。

４．ところが，平成１９年３月１５日にＡに所用ができたことから，前日である１４日にＡはＦに

電話をし，「自分が行けないことはお詫びするが，息子のＣを赴かせる。先日の交渉の経過を話

してあり，息子も理解しているから，後は息子との間でよろしく進めてほしい。」と述べ，これ

をＦも了解した。

５．平成１９年３月１５日午前にＦと会ったＣは，Ｆに対し，「父の方で資金の需要が急にできた

ことから，融資額を２０００万円に増やしてほしい。」と述べた。そこで，Ｆは，一応Ａの携帯

電話に電話をして確認をしようとしたが，Ａの携帯電話がつながらなかったことから，Ａの自宅

に電話をしたところ，Ａは不在であり，電話に出たＤは，Ｆの照会に対し「融資のことはＣに任
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せてあると聞いている。」と答えた。これを受けＦは，同日に，融資額を２０００万円とし，最

終の弁済期を平成２２年３月１５日として融資をする旨の金銭消費貸借の証書を作成し，また，

２０００万円を被担保債権の額とし，甲，乙及び丙の各不動産に抵当権を設定する旨の抵当権設

定契約の証書が作成され，Ｃが，これらにＡの名を記してＡの印鑑を押捺した。

６．この２０００万円の貸付けの融資条件は，返済を３度に分けてすることとされ，第１回は平成

２０年３月１５日に５００万円を，次いで第２回は平成２１年３月１５日に１０００万円を，そ

して第３回は平成２２年３月１５日に５００万円を支払うべきものとされた。また，利息は，年

３６５日の日割計算で年１割２分とし，借入日にその翌日から１年分の前払をし，以後も平成

２０年３月１５日及び平成２１年３月１５日にそれぞれの翌日から１年分の前払をすることとし

た。なお，遅延損害金については，同じく年３６５日の日割計算で年２割と定められた。

７．同じ３月１５日の午後にＡの銀行口座にＦから２０００万円が振り込まれた。これを受けＣは，

同日中に，日ごろから銀行口座の管理を任されているＡの従業員を促し５００万円を引き出させ

た上で，それを同従業員から受け取った。

また，甲，乙及び丙の各不動産に係る抵当権の設定の登記も，同日中に申請された。これらの

抵当権の設定の登記は，甲土地については，数日後に申請のとおりＦを抵当権登記名義人とする

登記がされた。しかし，乙及び丙の各不動産については，添付書面に不備があるため登記官から

補正を求められたが，その補正はされなかった。その後，【事実】９に記すとおり，ＡＦ間に被

担保債権をめぐり争いが生じたことから，乙及び丙の各不動産について抵当権の設定の登記の再

度の申請がされるには至らなかった。

８．翌４月になって，甲，乙及び丙の各不動産の登記事項証明書を調べて不審を感じたＡは，Ｃを

問いただした。Ｃは，乙及び丙の各不動産について手続の手違いがあって登記の手続が遅れてい

ると説明し，また，自分の判断で２０００万円の借入れを決めたことを認めた。

９．借入れの経過に納得しないＡは，弁護士Ｐに相談した。そして，Ａは弁護士Ｐを訴訟代理人に

選任した上で，平成１９年６月１日，Ｆに対し，平成１９年３月１５日付けの消費貸借契約（以

下「本件消費貸借契約」という。）に基づきＡがＦに対して負う元本返還債務が１５００万円を

超えては存在しないことの確認を求める訴え（以下「第１訴訟」という。）をＪ地方裁判所に提

起した。

〔�設問１〕　【事実】１から９までを前提として，Ｆが，第１訴訟において，ＡがＣに借入れの代理

権でその金額に限度のないものを授与したとする主張，及びＡがＣに借入れの代理権でその金額

の限度を１５００万円とするものを授与したとする主張とを選択的にしたとする場合，それぞれ

の主張にとって，次に掲げる事実①及び事実②は法律上の意義を有するか，また，それを有する

と考えられるときに，どのような法律上の意義を有するか，それぞれ理由を付して解答しなさい。
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設問の形式と時間配分
（設問形式について）

全体の分量は，平均程度の６頁でした。設問の数は５つで，配点割合は，3.5：4：3.5：6.5：2.5

でした。過去の設問数・配点割合は以下の通りであり，平均より少し多い設問数といえます。

年度 設問数 配点割合

2006 年度 ４ 4：4.5：7：4.5

2007 年度 ３ 10：6：4

2008 年度 ４ 5：5：3.5：6.5

2009 年度 ６ 1.4：4.8：3.8：3：4：3

平均 4.25 ―

設問ごとに問われている科目は，民法が設問１・２・５，民事訴訟法が設問３・４であり，科目

ごとの配点割合は，10：10 でした。

（時間配分について）

５つの設問の中では，設問２の⑴は，何を書けばよいかわからない，という受験生が多くいまし

た。また，設問５についても，認知の効力が生じている場合（認知届が提出された場合）について

論じるべきか否か，迷ってしまった受験生も多くいました。

これに対し，現場思考が要求される設問４の⑴は，弁護士Ｑが説明している２つの法律構成がい

ずれも最高裁の考え方とは異なるものだ，という点にさえ気付けば，ある程度は答案作成の方向が

決まる問題であり，文章表現に多少，迷う点はあるにせよ，設問３と設問４で，合計して２時間以

内に答案作成を終えることは十分に可能だったでしょう。設問１もあわせて，設問１・３・４の答

案作成を２時間半以内に終えることができれば，設問２・５はゆっくりと時間をかけて検討するこ

とができました。
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【出題の趣旨】
1　民事系科目（第２問）は，工場を

個人で営むＡとその家族らの取引と

民事訴訟をめぐる事例に関して，民

法上及び民事訴訟法上の問題点につ

いての基礎的な理解を問う総合問題

である。具体的事実を法的な観点か

ら評価し構成する能力，具体的な事

実関係に即して基本問題を考察する

能力及び論理的に一貫した論述をす

る能力などを試すものである。

2　設問１は，第１に，Ｆが第１訴訟

において選択的にする二つの主張の

法的構成が，有権代理構成と権限

外の行為の表見代理構成（民法第

１１０条）であることを理解した上

で，二つの法的構成を区別すること

ができるかどうか，第２に，各法的

構成において，事実①及び事実②の

性質を的確に把握することができる

かどうかを問うものである。まず，

有権代理構成において，事実①はＡ

がＣに代理権を授与したことを推認

させる間接事実である意義を有する

と考えられ，これに対し，事実②は

特段の意義を有しない。

次に，権限外の行為の表見代理構

成においては，事実①は２０００万

（設問１について）
１　設問前段の「ＡがＣに借入れの代理権でその金額に限

度のないものを授与したとする主張」は，民法 99 条の

有権代理の主張と考えられます。

事実①の「後はＣとの間でよろしく進めてほしい」と

いう点は，代理権授与を推認させる間接事実であるとい

う法律上の意義を有するでしょう。

一方，事実①の「Ｃには交渉の経過を話してあり，そ

れをＣが理解している」という点は，「1500 万円を融資

すること」「という交渉がほぼまとまり」と問題文にあ

る以上，Ｃの代理権が無制約であるという事実の推認を

妨げる間接事実であるという法律上の意義を有するで

しょう。

事実②は，有権代理の主張にとっては，特に法律上の

意義を有しないでしょう。

なお，Ａとしては，本件がＣによる代理権の濫用であっ

たという反論をすることが予想されます。そして，Ｆの

方は，Ｃによる代理権の濫用について自らが善意・無過

失であったことを再反論します。事実②は，Ｆが濫用の

事実を知らなかったことにつき過失はなかったとの評価

を根拠付ける事実にはなりえます。ただ，実際の本試験

の現場でこれを思いつくことは困難でしょう。

２　設問後段の「ＡがＣに借入れの代理権でその金額の限

度を 1500 万円とするものを授与したとする主張」は，

合格答案のポイント
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答案構成（平成 22 年度　第２問）

第１　設問１について

１　主張の整理

・Ｆが，ＡがＣに借入れの代理権でその金額に限度のないものを授与したとする主張（主

張Ⅰ）：有権代理の主張

・ＡがＣに借入れの代理権でその金額の限度を 1500 万円とするものを授与したとする

主張（主張Ⅱ）：表見代理（110 条）の主張

２　①の事実

・「後はＣとの間でよろしく進めてほしい」という部分に着目

　　　↓

主張ⅠにとってはＡがＣに対して限度のない代理権を授与したことを推認させる間接

事実にあたる

・「Ｃには交渉の経過を話してあり，それをＣが理解している」という部分に着目

　　　↓

主張Ⅱにとっても，ＡがＣに対して金額の限度を 1500 万円とする代理権を授与した

ことを推認させる間接事実

・「後はＣとの間でよろしく進めてほしい」という部分

　　　↓

主張Ⅱでは，正当理由の評価根拠事実になる

３　②の事実 

・主張Ⅰにとって，事実②は，特に意味を持たない

・主張Ⅱにとって，事実②は，正当理由の評価に影響

　　　↓

ＦがＡの携帯電話へ電話をしようとしたこと：評価根拠事実

Ａと直接に話ができなかった（電話にでなかった）：評価障害事実

第２　設問２⑴について

１　反論①

本件抵当権は，甲，乙，丙に設定された共同抵当権なので，乙から 2000 万円を回収で

きるのであれば，損害は発生しない（反論①）

　　　↓

抵当権は，被担保債権の範囲内で優先弁済権を行使できる

　　　↓

甲・乙の価額によって被担保債権が十分に回収できるのであれば，損害は生じない

　　　↓

　Eの反論①は認められる余地あり
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の答案（平成 22 年度　第２問）優秀 
レベル

第１　設問１

１　第１訴訟の訴訟物は，ＦＡ間の消費貸借契約に基づく元本返

還請求権であり，Ａは当該債務が１５００万円を超えては存在

しないことの確認を求めている。

Ｆは，当該債務が２０００万円であることを主張するために，

ＦＡ間で２０００万円の消費貸借契約が成立したことを主張・

立証しなければならない。Ｆはこの立証のために，本件金銭消

費貸借及び抵当権設定契約の証書を提出する。一方，Ａは，Ｃ

の無権代理（民法（以下略）１１３条）を主張して，ＣとＦと

の間で合意された２０００万円の消費貸借契約の効果がＡに及

ばないという否認をしている。

Ｆが，ＡがＣに借入れの代理権でその金額に限度のないもの

を授与したとする主張（以下「主張Ⅰ」）は，有権代理構成の

請求原因事実である。これに対し，ＡがＣに借入れの代理権で

その金額の限度を１５００万円とするものを授与したとする主

張（以下「主張Ⅱ」）は，Ａの否認が成功する場合に備えて，

別の請求原因として，表見代理（１１０条）を主張するもので

ある。

２　①の事実

①の事実は，「後はＣとの間でよろしく進めてほしい」とい

う部分に着目すると，Ａが消費貸借の交渉を全面的にＣへ委ね

たものと解釈することも可能であり，主張Ⅰにとっては，事実

①は，ＡがＣに対して限度のない代理権を授与したことを推認

させる間接事実にあたる。

これに対し，「Ｃには交渉の経過を話してあり，それをＣ

が理解している」という部分に着目すると，交渉内容は，

１５００万円の融資でほぼまとまっていたのだから，Ａから

Ｃへ付与された権限は１５００万円の範囲内で消費貸借契約

を締結することにある，と考えることも可能である。よって，

主張Ⅱにとっても，事実①は，ＡがＣに対して金額の限度を

１５００万円とする代理権を授与したことを推認させる間接事

▲ �検討の前提として主張
の整理をしており丁寧
である

▲ �ひとつの事実がいろい
ろな意味をもつこと
を，評価とともに指摘
できており，好印象1ページ
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再現答案（平成 22 年度　第２問　民事系　994 位相当）

第１　設問１

１　Ａが代理権で限度のないものを授与したとする主張をする場

合

この主張は，Ｆが有権代理の主張をするものである。具体的

には，契約の存在，顕名の存在（民法９９条１項，以下法令名

は省略する。本件では，署名代理として有効な顕名が存在する），

先立つ代理権の授与を主張することとなる。以下，①，②につ

いて検討する。

⑴　①について

これは，ＡがＣに対して何らかの代理権授与をしたという

事実を示す事実であり，有権代理の存在を推認させる間接事

実としての意味を有する。その意味で法的意義を有するもの

である。しかし，かかる事実が示されたことで，それは何ら

かの代理権の存在を示すに留まり，その代理権が直ちに「限

度のないもの」に結び付くものではなく，限度のない代理権

の存在を証明するに，必ずしも十分なものであるとはいえな

い。

⑵　②について

これは上述した有権代理の要件と何ら関係を有するもので

はなく，有権代理の主張をする場合には，何ら法的意義を有

するものではない。

２　Ａが１５００万円を限度とした代理権を授与したと主張する

場合

この主張は，１１０条における表見代理の主張をするもので

ある。具体的には，基本代理権の存在と，代理人の権限がある

と信じるに足りる正当な理由が要件となる。

⑴　①について

基本代理権とは，私法上の代理権のことをさす。しかるに，

①の事実は上述した通り，何らかのＣの代理権の存在を示す

ものとして，基本代理権の存在を推認させる間接事実として

法的意義を有するものである。

▲ �Ｆの主張の法的構成が
有権代理構成であるこ
とが示せている

▲ �事実①が代理権を授与
したことを推認させる
間接事実であることを
的確に把握できている

▲ �事実①が基本代理権
（1500 万円の限度にお
ける代理権）を授与し
たことを推認させる間
接事実であることを的
確に把握できている

1ページ
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⑶　そして，具体的な債務の割合，額等については，１⑷で示

したのと同様の結論，理由となる。

以　上

【講評】

★　設問１は，有権代理の構成と表見代理の構成の２つに分けて，事実①・事実②の評価を淡々と

論じている。事実①が，表見代理構成の正当理由の評価根拠事実となりうる点が指摘できている

点は評価できる。

★　設問２⑴は，出題の趣旨で挙げられている論点とはずれている。丙建物が乙土地上の建物であ

るので，丙建物が取り壊された場合に，乙土地上の抵当権が，更地を担保価値とするものへ変わ

る，という話は本問で生じうる問題点であるが，この点はそれほど評価されなかったものと思わ

れる。設問２⑵は，Ｅが背信的悪意者ではない，という結論を採るが，この点は違和感がある。

★　設問４の長所・短所の検討が，Ｆの代理人の立場から述べられていない，という点が気になる

が，単に理論性だけでなく，事案へのあてはめを論じている点は評価できる。

★　設問５は，割合的遺贈によって定められた債務の分割が債権者に対しても効力を有するか，と

いう点を論じて欲しかった。

■第２問（大大問）単独で評価した場合，1200 位程度の出来。
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平成２２年新司法試験論文式試験問題出題趣旨資 料

【民事系科目】

〔第１問〕
1　設問１は，株式会社成立時における現物出資財産の
価額が当該現物出資財産について定款に記載された価
額に著しく不足する場合における，発起人及び設立時
取締役の責任について，会社法上の基本的な理解を問
うものである。発起人及び設立時取締役につき，不足
額のてん補責任（会社法第５２条第１項）の要件の該
当性のほか，その免責事由（同条第２項）についての
適用除外の有無及び免責事由の当てはめ，更に会社法
第５３条第１項に基づく任務懈怠による損害賠償責任
の有無につき，事実関係を踏まえた記述をすることが
求められる。
2　設問２は，株式会社の成立後における募集株式の発
行に際し，その一部が仮装払込み（いわゆる見せ金）
による場合に，①その払込みの効力と発行された株式
の効力，②見せ金による払込みにかかわった取締役そ
の他の取締役や見せ金による払込みを行った募集株式
の引受人の会社に対する責任及び③当該取締役の第三
者に対する責任について，会社法上の基本的な理解を
問うものである。
3　見せ金の効力及びこれにより発行された株式の効力
に関する判例や学説の状況を十分に理解した上で，事
実関係を踏まえ，①～③の各問に解答することが求め
られる。
4　①においては，見せ金による払込みの効力と発行さ
れた株式の効力を分けて論述することが求められる。
前者では，判例の立場を踏まえ，見せ金の意義，見せ
金と認定するための要件とその当てはめ，払込みの効
力の論拠を検討することが必要である。後者では，判
例の立場を踏まえ，発行された株式の効力の論拠を検
討する必要があり，払込無効説を採る場合には，取引
の安全への配慮のほか，無効となった払込みの実質的
なてん補手段の有無や１０パーセントの資金が会社に
残っていることの評価について検討することが期待さ
れ，さらに，株式の効力を否定する場合には新株発行
の無効と不存在の別，払込無効説に立ちながら株式の
効力を認める説（株式有効説）を採る場合には株式の
所有者等が問題となり得る。そのほか，払込有効説を
採る場合には，取締役が払込みに係る資金を引き出し
て引受人に対し交付した行為の評価について検討する
ことが期待される。
5　②及び③については，①において採用した結論（払
込み及び株式の無効（不存在）説，払込無効・株式有
効説，払込み及び株式の有効説）と整合した記述をす

ることが求められる。この記述においては，特に全体
的な論理的構成力が試されている。
6　②においては，いずれの説に立つ場合であっても，
これに整合して，会社法第４２３条第１項の任務懈怠
の内容及び損害の内容等について記述することや，取
締役Ｂについては，監督（監視）義務違反の根拠及び
その内容を記述することが求められる。募集株式の引
受人丙社については，会社法第２０８条第５項による
失権の有無を踏まえ，同法第２１２条第１項第１号の
類推適用の可否等会社法上の責任について検討するこ
とが期待される。
7　③においては，取締役Ａ及びＢの両名について本件
募集株式発行に関し，会社法第４２９条第１項の「職
務」の内容を具体的に記述することのほか，同条第１
項と第２項の責任の関係，同条第２項での責任主体と
なる「取締役」の意義を記述することが求められる。
特に，取締役Ａの同項第１号ロ及びハの各責任の有無
については，①において採用した結論との整合性に配
慮しつつ，資料①②の虚偽のある項目及び内容を分析
することが期待される。

〔第２問〕
1　民事系科目（第２問）は，工場を個人で営むＡとそ
の家族らの取引と民事訴訟をめぐる事例に関して，民
法上及び民事訴訟法上の問題点についての基礎的な理
解を問う総合問題である。具体的事実を法的な観点か
ら評価し構成する能力，具体的な事実関係に即して基
本問題を考察する能力及び論理的に一貫した論述をす
る能力などを試すものである。
2　設問１は，第１に，Ｆが第１訴訟において選択的に
する二つの主張の法的構成が，有権代理構成と権限外
の行為の表見代理構成（民法第１１０条）であること
を理解した上で，二つの法的構成を区別することがで
きるかどうか，第２に，各法的構成において，事実①
及び事実②の性質を的確に把握することができるかど
うかを問うものである。まず，有権代理構成において，
事実①はＡがＣに代理権を授与したことを推認させる
間接事実である意義を有すると考えられ，これに対
し，事実②は特段の意義を有しない。次に，権限外の
行為の表見代理構成においては，事実①は２０００万
円の融資についてＣに代理権があるものと信ずる正当
な理由があるとする評価を根拠付ける事実である意義
を有し，それとともに，事実①はＡがＣに１５００万
円の限度における代理権を授与したことを推認させる
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