


はしがき

21世紀を迎えて 

20世紀は、社会主義と資本主義をめぐるイデオロギーの対立が世界を支配していた時代で
ありました。しかし、21世紀を迎え、もはや、イデオロギーは世界戦略の対立軸ではなくな
りました。21世紀においては、我が国も、外に向けては国の対外政策の再構築を迫られ、内
にあっては立法・行政・司法の諸改革、並びに情報技術（IT）革命を基盤とした産業構造の
再編、それに伴う日本的雇用状況の見直し・新時代に向けての人材養成、が緊急課題とされ
ております。

このような国際・国内の変化は、各種の国際条約の批准や日本国憲法の改正の契機となっ
ており、また、国内法の大規模な改正と新たな法律の制定をもたらしております。法律は、
国際関係における利害対立の激化と国内の様々な利益対立とを調整する「基準＝ルール」と
して、また事前の正義・事後のチェック機能として、ますます重要な役割を果たすように
なっています。「法の支配」の理念と法律の重要性を理解する人々は、日に日に増加してお
ります。

☆
本書は、21世紀における「法の支配」の重要性に想いを致し、法律を学ぶ多くの人々の要

望に応える目的をもって、企画・制作されております。21世紀を迎え、我が国はますます高
度知識情報社会・知価社会へと向かっています。国の権力機構のなかにおいても、民間企
業・社会・文化・学術の各分野においても、専門的な知識・技能を体得した実務専門家が大
量に必要となります。この実務専門家のなかで、特に、法律の実務専門職こそ、我が国にお
いて大規模に緊急養成・配備される必要があります。かかる国家・国民的要請に即応すべ
く、本書「C-Book」を刊行するものであります。

「C-Book」は立法論に主眼を置いた書物ではなく、現行法の解釈論を主眼とした内容に
なっております。司法試験・司法書士試験・公務員試験等、多くの法律系資格の試験におい
て問われるのは、現行憲法及び主要法律の有権的解釈の有様と法解釈の技術（リーガルマイ
ンド）であるからです。しかし実務法律職の人々にとっては、現行憲法を前提とした現行法
の解釈に重点を置いた書籍だけでは物足りず、憲法改正・現行法の改正、そして新規の法律
の制定に着目した書籍こそ必要であります。そこで、私たちは、読者の方が現行法の改正・
新たな立法へ進んでいくこともできるように、本書を編集しています。読者の皆様には、こ
のような現行法の解釈とリーガルマインドを体得した後、自らの人格や哲学・世界観を賭け
て立法論・改正論の書籍に進まれることを切に希望致します。

☆
2005年に商法が抜本的に改正され、会社に関する定めが会社法として独立の法典として成

立しました。新商法・会社法は2006年５月１日の施行が予定されています。本書は、商号の
保護、商業使用人に関する定めが改正されたことを受けて、それらの記載を改めました。ま
た、会社法・非訟事件手続法の条文・表記を改訂しました。さらに、今改訂に際し、保険に
関する記述を追加しました。保険法の制定によって商法から保険に関する規定は削除されま
したが、保険は商行為の１つとして位置づけられています。

今後も最新の法改正情報や試験情報をいち早く捕捉・反映し、法律を学ぶすべての方々に
よりよい教育サービスを提供していくことがＬＥＣの社会的使命と認識しております。

2009年5月吉日

LEC総合研究所　司法試験部
編著者代表　　　反町　勝夫



一　本書の効果的活用法
本書では、有価証券法及び商法総則・商行為の分野について、司法試験を突破するのに

必要かつ十分な知識を網羅しました。
有価証券法の中でも手形法は、学説の対立が激しい分野ですが、本書は一貫して通説的

立場から説明していますので、本書の内容を理解すれば、論理矛盾に陥ることはないで
しょう。また、商法総則・商行為は、普段の勉強では後回しになりがちですが、司法試験
でも数年おきに出題されている以上、軽視することはできません。この点、本書の内容さ
えおさえておけば、司法試験対策としては十分といえます。

もっとも、ただ漫然と本書を読むだけでは本書の内容を完璧にマスターすることは困難
と思われます。そこで、読者の学習レベルにあわせて適切な学習方法を行ってもらうべ
く、単元や図表のランク付けを行いました。初学者の方は、最初の段階ではＢランクの情
報にはあまり捉われず、ＡＡランクやＡランクの情報について正確におさえるよう心がけ
て下さい。

１　単元のランク
ＡＡ：論文試験で問われる可能性が非常に高く、かつ、きわめて重要度の高い必修単元

である。
　Ａ：論文試験で問われる可能性が比較的高く、かつ、重要な単元である。
　Ｂ：基本的事項を理解しておくことが必要な単元である。

２　図表のランク
ＡＡ：論文試験対策のため、理解しておかなければならない非常に重要度の高い図表で

ある。
　Ａ：論文試験対策のため、重要な図表である。
　Ｂ：参考程度にみておけば足りるものである。

二　本書の構成
１　章導入（「Legal Navigation」）

本書では、各章の冒頭に「Legal Navigation」を設けています。これは、その章で学習す
る大まかな内容を、具体的な事例を用いて平易に説明したものです。初学者の方は、この
「Legal Navigation」を利用して、その章ではどのような内容の事項を学習するのか、イ
メージして下さい。

２　節・準節目次、「学習の指針」
本書では、節や準節の目次を冒頭で示しています。今後学ぶ節や準節の構成をおさえ、体

系的理解に役立てて下さい。
また、「学習の指針」では、学習の方向付けをするとともに、その節や準節における重要

事項も指摘しています。

３　「問題の所在」、「考え方のすじ道」、「アドヴァンス」
司法試験で最大の難関とされているのが論文本試験です。そこで、本書では、論点を具体

的に捉え、的確な論証をすることができるように、「問題の所在」、「考え方のすじ道」を
設けています。この「問題の所在」、「考え方のすじ道」を徹底的に理解することが、合格
への確実な一歩となるでしょう。また、より詳しく論点についての争いを知ることができる
ように「アドヴァンス」において徹底的に論点の解説をしています。

４　「制度趣旨」、判例の「結論」、「One Point」、「学説プラス」
有価証券法及び商法総則・商行為の分野では、条文操作及び制度趣旨の把握が重要とな

ります。そこで、条文並びに制度趣旨を意識した学習を可能とするため、節・準節ごとに、
関連重要条文、その横に制度趣旨を記載しました。

本書をお使いいただくにあたって



また、要約されている短い判例については欄外に、事案・判旨が長めの判例については本
文に記載すると同時に、結論のみを欄外に記載しています。したがって、試験直前期には、
欄外のみで判例の結論を確認することが可能です。

さらに、学説の選択に関するアドバイスや、応用的・発展的な事項などを、「One Point」
として記載しました。

これらの他に、有力説（主に二段階創造説）を「学説プラス」として簡潔に紹介し、メ
リハリのある効率的な学習を可能にしました。

５　「Pick Up」、「法律相談室」、「豆知識」
有価証券法及び商法総則・商行為の分野では、概念の比較、概念の整理が不可欠です。そ

こで、これらについての説明及び表を内容とした「Pick Up」を適宜設けました。これは、知
識の確認とともに一行問題対策としても役に立つでしょう。

さらに、本書では、実際に身近に起こり得る法律問題をＱ＆Ａ方式で説明する、「法律相
談室」を設けました。また、よく聞くけれども具体的なイメージがわかないという言葉につ
いて説明した「豆知識」を設けました。これらを読んで、勉強で疲れた頭をリフレッシュす
るとともにイメージの具体化に役立てて下さい。

６　論文過去問
本書では、学習により培った実力を試すことができるように、章末に司法試験の論文過

去問の答案構成を記載しています。これらの問題にチャレンジして、その章で学習した内
容を十分に理解できているかどうかをチェックしてみて下さい。また、欄外には、その単
元が実際どのような形で論文本試験で出題されているのかを確認するために、本試験問題
を記載しています。

７　「論証カード」、「定義集」
本書では、巻末に論証カード、定義集を用意しています。知識のインプットや、試験直

前期の最終確認に役立てて下さい。

８　「二段階創造説の体系」
本書は、手形法については通説的な立場からの記述を中心として構成されています。し

かし、学習が進んでさらに他説の立場も理解しておきたいと考える方のために、有力説で
ある二段階創造説の概略を巻末に記載しています。

本書に関する最新情報は、『LEC司法試験サイト』
（http://www.lec-jp.com/shihou/cbook/）にてご案内いたします。

C-Bookの「C」って何？
いわゆる基本六法といわれる、憲法（Constitution）・民法（Civi l Law）・刑法

（Criminal Law）・商法（Commercial Law）・民事訴訟法（Civil Procedure）・刑事訴
訟法（Criminal Procedure）の意外な共通点をご存じですか。
ご覧のとおり、英語に訳すとすべて「C」が頭文字になっています。つまり、C-Book

の「C」には、六法のすべてが凝縮されているのです。
しかも、C-Bookは、六法の知識を、完璧（Complete）、かつ簡潔（Compact）に

集約し、そして創造的（Creative）に表現しています。
だからこそC-Bookは、みなさんに、法律をわかりやすくお伝えできるというわけ

なのです。
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権利の帰属面における権利と証券の結合 
通常、権利者が権利を行使するためには、自己が権利者であるということを自ら立証しなければなりま 

せん。具体的には、まず権利が発生したことにつき証明し、次にその発生した権利が自分のところまで移 
転しているということを証明しなければならないのです。 

しかし、前節で学んだように有価証券は、権利の行使・移転を確実になすために、権利と証券を結合さ 
せて証券の所持人を権利者とし、権利を移転するときには常に証券が必要するという約束がなされていま 
す。そうすると、証券を所持しているのであれば、おそらく権利を 
譲り受けたのであろうという蓋然性が高くなります。このような蓋 
然性の高さを、法的な推定にまで高めたものが有価証券法理と呼ば 
れるものです。つまり、証券を所持しているものは権利者として推 
定される一方、証券を所持していないものは権利者とは認められな 
いということになるのです。このように、権利者と推定されること 
を、形式的資格がある、あるいは資格授与的効力があるといいます。これにより、有価証券を所持してい 
るものは自己が権利者であるということを立証する必要なしに権利行使することができます。 

権利の存在面における権利と証券の結合 
以上のように、権利の帰属の面においては、権利と証券の結合により、証券の所持人は権利者と推定さ 

れます。それでは、権利が存在するのかどうか、一体どのような権利が存在するのかという点について 
も、前述したような権利と証券の結合が認められるのでしょうか。つまり、証券が作成されることによっ 
て権利の存在が認められて、かつその権利は証券の内容通りであるという関係が認められるのかというこ 
とです。 

たしかに、上記のような関係が認められるなら、取引の安全が確保され、権利の流通促進に資すること 
になります。しかし、証券の偽造や変造が、証券の名義人と全く無関係になされ得ることを考えてみて 
も、証券が外形上存在するからといって有効な証券が作成されたという蓋然性は認められません。よって 
証券が有効に作成されたといえない限り、上記のような関係は認めることはできないのです。また、たと 
え証券が有効に作成されたとしても、証券の記載に対応する権利が存在すると推定されるかどうかは、証 
券に表章される権利の性質によって異なります。たとえば、後で学ぶ貨物引換証のように、証券作成前に 
すでに存在している運送品引渡請求権を表章するにすぎないものは、たとえ証券が存在しても、実質的に 
引渡請求権が存在していないのならば、無効な証券というしかないのです。 

それでは、有価証券における権利と証券の結合の内容について、より詳しく学んでいくことにしましょう。 

有価証券の基本理念 

Ａ　　　　Ｂ　　　　Ｃ 
所持人 
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894-1　自己のためにする他人名義による手形行為 

一　はじめに 

二　周知性・慣用性の要否 

三　手形行為と名板貸 

本節では、他人による手形行為のうち、自己のためにする手形行為 

について学習していきます。本節で問題となる各論点については、い 

ずれも判例がありますので、おさえておきましょう。 

商法 23条【名板貸し】 
自己の氏、氏名又は商号を使用して営業を為すことを他人に許諾 
したる者は自己を営業主なりと誤認して取引を為したる者に対し其 
の取引に因りて生じたる債務に付其の他人と連帯して弁済の責に任 
ず 

自己に効果帰属させる意思であっても、自己の名称以外の名義をもっ 
て手形行為をすることもあり得る。たとえば、自己の通称を用いて手形 
行為をする場合や、他人の名義を使用する許諾を得て他人名義で手形行 
為をする場合である。 

本節では、このような場合に生じる問題点について解説する。 

手形行為者が自己を表示するものとして、通称や雅号等、あるい 
は他人や仮設人の氏名を用いた場合、手形行為者の署名として認め 
られるか。 手形行為者の署名として認められるために、その名義が 
当該行為者を表すものとして周知性・慣用性を備えていることが必 
要か が問題となる。 

反対説： 手形行為者の署名として認められるためには、その名義 
が社会通念上手形行為者を表示するものとして周知性・ 
慣用性を有していることが必要である 

↓しかし 

自ら手形に署名をしているにもかかわらず、周知性・慣用性を欠く 
からといって手形上の責任を免れることができるとするのでは、手 
形取得者を害して署名者を不当に利せしめることになる 

↓よって 

名板貸人の責任（商 23） 
名板貸人を取引主体と信 
頼した第三者に対して名 
板貸人も名板借人と連帯 
して責任を負う。 

弥永・手形小切手法・ 
　 47頁 
　田邊・ 55頁 
　川村・ 83頁 

田邊・ 55頁 
　弥永・手形小切手法・ 
　 47頁 
　川村・ 48頁 
　岩原・百選・ 6頁 
　池野・争点 Ⅱ ・ 322頁 

アドヴァンス 
 

挙証責任の加重、抗弁の切断、不渡処分の危険等を 

伴うことにより、原因関係上の債務よりもいっそう厳格な支払義務で 

ある 

その手形の振出につき取 

締役会の承認がなかったことのほか、当該手形は会社からその取締役 

に宛てて振り出されたものであり、かつ、その振出につき取締役会の 

承認がなかったことについて右の第三者が悪意であったことを主張 

し、立証する 

手 

形行為に民法 108条が適用されるか 

O P

判例  

結　論 結　論 

108 4　他人による手形行為 

Ａ　肯定説（判例、多数説） 

手形行為も商法 265条の「取引」にあたり、同条が適用される。 

（理由） 

①　手形の振出しは、原因関係上の債務と同視できない厳格な債務の負担 

行為である（挙証責任の加重、抗弁切断、不渡処分の危険等）。 

②　約束手形の振出しには、信用供与の場合等原因関係を欠く場合がある 

から、振出自体に取締役会の承認を必要とせざるを得ない。 

Ｂ　否定説（田中（耕） ） 

手形行為は商法 265条の「取引」にあたらず、手形行為には同条は適用されない 。 

（理由） 

①　会社振出の手形を取得するに際しては、受取人が取締役であるか否 

か、また、取締役である場合には、取締役会の承認あるいは追認の有無 

を各々確認しない限り、会社から手形振出の無効を対抗されるおそれが 

あり、このような帰結は手形取引の安全を害する。 

②　手形振出の原因関係については会社と取締役の利益が相反し取締役会 

の承認を要するが、原因関係と区別された手形行為自体は取引の手段た 

る行為で債務の履行的性質を有するにすぎないから、それ自体に利益相 

反性はあり得ない。 

最大判昭 46.10.13／百選 〔 31〕 

「およそ、約束手形の振出は、単に売買、消費貸借等の実質的取引 

の決済手段としてのみ行われるものではなく、簡易かつ有効な信用授 

受の手段としても行われ、また、約束手形の振出人は、その手形の振 

出により、原因関係におけるとは別個の新たな債務を負担し、しか 

も、その債務は、 

から、会社がその取締役に宛てて約束手形を振り出す行為は、原 

則として、商法 265条にいわゆる取引にあたり、会社はこれにつき取締役 

会の承認を受けることを要するものと解するのが相当である」とし 

て、Ａ説を採用した。 

また、取締役会の承認なしに会社が取締役に宛てて約束手形を振り 

出した場合、会社は当該取締役に対しては無効主張できるが、その手 

形の裏書譲渡を受けた第三者に対しては、「 

のでなければ、その振出の無効を主張して手形上の責任 

を免れ得ないものと解するのを相当とする」として、相対的無効説を 

採用した。 

２　民法 108条と手形行為 

手形行為の当事者の一方が他方の代理人となり、または同一人物が当 
事者双方の代理人となった場合、その手形行為の効力はどうなるか、 

が問題となるが、上述の商法 265条に 
関する問題とほぼ同様に処理されることになる。 

手形債務は原因関係上の債務よりも厳格な債務であることから、手形 

【昭和 49年度第２問】 
甲株式会社の支配人Ａ 
は、手形の振出しについ 
て代表取締役Ｂの承認を 
得るよう指示されていた 
が、Ｂの承認を得ない 
で、甲株式会社代表取締 
役Ｂ名義で、Ａが代表取 
締役をしている乙株式会 
社を受取人とする約束手 
形を振出し、乙会社は、 
この手形を丙に裏書譲渡 
した。この場合におい 
て、丙は、甲会社・乙会 
社に対し手形上の請求を 
することができるか。 

ne oint

Ａ説からは、さらに 
取締役会の承認を得 
ずになされた手形行 
為の効力をいかに解 
するかが問題となり 
ます。この点、取引 
安全の観点から、会 
社は当該取締役に対 
しては無効を主張で 
きるが、裏書譲渡を 
受けた第三者に対し 
ては、取締役会の承 
認がないこと及び第 
三者の悪意を主張・ 
立証しない限り、会 
社は手形上の責任を 
免れない、という相 
対的無効説をとる見 
解が多いです。 

学説プラス 

二段階創造説を前提に、 
商法 265条は権利移転行 
為にのみ適用されるとす 
る見解もあります。 
⇒二段階創造説の体系 
　第３章二 

約束手形の振出しは、 265
条の「取引」にあたる。 
265条に違反した場合、会 
社は当該取締役に対して 
は無効主張できるが、裏 
書譲渡を受けた第三者に 
対しては、 265条違反の事 
実及び第三者の悪意を立 
証しなければ、手形上の 
責任を免れない 。 

わかりやすい「Legal Navigation」
で、初学者も安心

目次・学習の指針で、体系的な学習が
可能に

関連重要条文・制度趣旨の記載によ
り、条文に強くなる

学説の対立の
詳しい解説に
より、論点の
深い理解が可
能に

注意事項やア
ドバイスなど
を記載した
「One Point」
で学習がス
ムーズに

問題の所在・考
え方のすじ道に
より、論理的思
考力がアップ

各款ごとに重要
度をＡＡ～Ｂラ
ンクで表示

通説と有力説（主に創造説）で考え方が
異なる事項につき、有力説を簡潔に紹介

随所に判例及び判例の「結論」を
記載し、判例を意識した学習を



本書をお使いいただくにあたって

三　融通手形の抗弁 

融通手形とは、専ら他人に資金の融通を得させる目的で交付される手 

形 

ex.

被融通者が融通者の信用を利用するの 

が目的 

F

手形法豆知識 

O P

146 6　手形上の権利の移転と裏書 

売買契約解除と第三者 
私は売買代金の支払のために相手方に約束手形を振り出 

し、交付しましたが、相手方が期日までに商品を納入し 

ないので契約を解除しました。しかし、すでに手形は割 

り引かれて第三者に渡っているようです。私は、第三者 

に対し手形金を支払わなければなりませんか。 

そうですね、残念ながら手形金を支払わなければならないことになると 

思います。 

確かに、あなたが売買契約を解除したことで代金債務は消滅していま 

す。しかし、売買契約の解除という事実は直接の相手方に対してのみ主 

張できる人的抗弁事由にすぎません。したがって、第三者の手形金請求 

には応じなければならないのが原則です。ただ、手形を割り引いたのが 

解除後の場合は、第三者が解除の事実を知って手形を取得したのなら、 

売買契約の解除という人的抗弁を主張して手形金の支払を拒めます。ま 

た、手形を割り引いたのが解除前の場合でも、第三者が将来売買契約が 

売主の債務不履行により解除されるであろうと熟知して手形を取得した 

場合には、人的抗弁を主張して支払を拒めます。もっとも、相手方が 

「熟知」して手形を取得したということはあなたが立証しなければなり 

ません。これは実際問題として非常に困難でしょう。 

結局、第三者に手形金を支払った後で、直接の相手方に手形金相当額を 

不当利得として返還請求することになるのでしょうが、はたして実効性 

があるでしょうかね。 

１　意義 

をいう。 
融通者Ａが、被融通者Ｂに対して約束手形を振り出し、Ｂがこれ 

を第三者Ｃに割り引いてもらって資金を得る場合 
→この場合、満期日までにＢがＡに支払資金を提供すること、または 

満期日までにＢが手形を買い戻すことを合意するのが通常である 

２　融通当事者間の関係 

融通手形は、満期日までの間、 
であり、被融通者が融通者に請求することを予定していない。 

→融通者が被融通者から請求を受けた場合には、融通手形の抗弁（そ 
の実質は対価欠缺の抗弁）を主張して、支払を拒むことができる 

→ただし、被融通者が満期までに支払資金を提供したにもかかわら 
ず、融通者が手形の所持人への支払を拒絶したため、被融通者が手 
形を買い戻したような場合には、対価が欠缺しているとはいえない 
から、融通者は被融通者の請求を拒めない 

川村・ 210頁 
　前田・入門・ 206頁 
　田邊・ 149頁 
　弥永・手形小切手法・ 
　 160頁 
　片木・百選・ 50頁 

融通手形の見分け方 
融通手形を振り出すもの 
は、初めから資力のない 
場合が多いので、融通手 
形は不渡りとなる危険が 
高いです。このような融 
通手形を通常の手形と見 
分ける決定的な方法はあ 
りません。しかし、①振 
出人と受取人間に商取引 
の存在が考えられない、 
②手形金額に端数がな 
い、③手形金額が過大で 
ある、④振出日・支払期 
日がいつもと異なる、⑤ 
手形がきれい過ぎる、場 
合には、融通手形である 
可能性が高いといえま 
す。 

 ne oint

融通手形は、商業手 
形（商取引に基づい 
て振り出された手  
形）のように既存の 
債務を原因として振 
り出されたものでは 
ないので有効性が一 
応問題となります。 
この点、手形は手形 
要件をみたし（ 75）手 
形能力者が有効な意 
思表示に基づいてこ 
れを交付すれば手形 
上の権利は有効に成 
立しますので、融通 
手形であっても意思 
表示に瑕疵・欠缺が 
ない以上、有効であ 
ると解されていま  
す。 

人 

的抗弁 

人的抗弁 

74 3 　手形行為の成立要件 

手形は有効に成立し、その錯誤について悪意の者に対しては、 

として錯誤無効を主張することができる。 

そして、裏書に錯誤がある場合は、判例の立場によると裏書の担 

保責任は有効に成立するが、その錯誤について悪意の者に対して 

は、 として担保責任を負わないと主張できることになる。 

まず、心裡留保があった場合の扱いにつき、相手方が善意・無過失である 
場合は、各説ともに手形行為は有効となります。これに対して相手方が悪意 
または有過失であった場合には、①説～③説では、手形行為は無効となるの 
に対し、④説では有効となります。また、強迫・詐欺の場合も同様に①～③ 
説では取消し得る行為となりますが、④説では人的抗弁になるにすぎませ 
ん。①～③説の大きな違いは、第三者を保護する法律構成にあります。③説 
はいずれの場合にも権利外観理論で統一的に処理していきますが、①②説で 
は、民法の個別の規定を用いていくことになるのです。特に、強迫の場合 
に、①説は民法 94 条 2 項によるのに対し、②説では 民法 96 条 3 項類推適用に 
よって処理すること になる点に注意して下さい。 

手形行為と意思表示の瑕疵 

 
 
 
  
 
 
  
心裡 
留保 
 
 
 
 
 

 
  
強迫 
 
 
 
 
 
 
詐欺 
 
 

 
 
  
 
 
 
錯誤 

 
 
 
  
相手方が
善意・無
過失 
  
相手方が
悪意・有
過失 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
表意者に
重過失 
 
  
表意者に
無重過失 

  
全面適用説（①説） 

 
 

手形行為は有効 
 
 
  
手形行為は無効。善意の第三者は、
民法94条２項類推で保護 
 
 
  
手形行為は取り消し
得る。取消前の第三
者には対抗できるが、
取消後の第三者は民
法94条２項で保護 
 
  
手形行為を取り消し
得るが、善意無過失
の取消前の第三者に
対抗できない。取消
後の第三者は民法94
条２項で保護  
手形行為は無効だが、
善意・無重過失の相
手方・第三者に対抗
できない  
手形行為は無効 

 
個別的修正
説（②説） 

  
手形行為は
有効 
 
 
 
 
 
 
 
 
手形行為を
取消し得る
が、善意無
過失の第三
者は民法96
条３項類推
で保護  
同左 
 
 
 
 
  
同左 
 
 
  
手形行為は
無効だが、
善意無過失
の第三者は
民法94条２
項類推適用
で保護 

権利外観理
論による一
般的修正説
（③説）  

手形行為は
有効 
 
  
手形行為は
無効。善意
の第三者は
権利外観理
論で保護  
手形行為は
取り消し得
るが善意・
無重過失の
第三者は権
利外観理論
で保護  
同上 
 
 
 
 
  
同左 
 
 
  
手形行為は
無効だが善
意無重過失
の第三者は
権利外観理
論で保護 

 
適用排除説
（④説） 

  
手形行為は
有効。意思
表示の瑕疵
は人的抗弁  
手形行為は
有効 
 
 
  
手形行為は
有効 
 
 
 
 
  
手形行為は
有効 
 
 
 
  
手形行為は
有効 
 
  
手形行為は
有効。意思
表示の瑕疵
は人的抗弁 
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37論文試験過去問 

昭和 59 年度第２問 

甲は、乙から金銭を借り入れ、その借入金の返済期日を満期とし、 

借入金を手形金額とする約束手形を振り出し、受取人乙に交付した。 

この場合につき、次の各問に答えよ。 

盧 　乙は、右手形を支払呈示期間内に呈示しないまま、その期間経過 

後に、甲に対して、その貸金及び返済期日後の遅延損害金の支払を 

請求した。この場合、どのような点が問題となるか。 

盪 　乙は、右手形を割引のため丙に裏書譲渡した。この手形上の権利 

が時効により消滅した後、丙はだれに対してどのような請求をする 

ことができるか。 

［問題点］ 

１　手形振出が原因関係に与える影響 

２　手形債権が時効消滅した場合の請求の可否 

［フローチャート］ 

の過去問を解いてみよう 

請求可 
 

時効消滅により否定 

手形割引は手形そのものの売買 

原因債権の行使　否定 

手形債権を先に 
行使すべきか 

遡求権行使 
の可否 

原因債権行使の可否 

利得の有無 

利得　あり 利得　なし 

請求可 請求不可 

利得償還請求権 
の肯否 

乙が得た対価は確定的か 

原因債権について 
手形と引換に支払う 
との抗弁権を有するか 

小問１ 

小問２ 

原因債権は 
消滅するか 

かかる請求不可 
 

甲に対する手形債権が時効消滅した場合 

かかる請求不可 
 

遅延損害金の 
支払請求は不可 

乙に対する請求 甲に対する請求 

YES

YES

YES

YES
NO

NO

NO

NO

章末に司法試験の論文過去
問を記載、学習の成果をこ
こで確認

身近なところで問題になりそうな事項
につき、分かりやすく説明

類似事項の比較、概念の整理を内容と
した「Pick Up」により、一行問題対
策も万全

聞いたことがあるあの言葉
の、具体的な内容がわかる
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1第 編 

有価証券法 
総論 

　有価証券とは、財産権をあらわす証券であって、その権

利の移転や行使に証券を必要とするものをいいます。有

価証券には様々なものがありますが、その代表的なものが、

これから主に学んでいく手形・小切手です。ほかにも株券、

社債券、貨物引換証、倉庫証券、船荷証券など有価証券と

されるものは色々あります。有価証券は、ある財産権と紙

片を結び付けて権利の流通を促進することを目的として

おり、かかる目的を達成するために、有価証券の所持人は

権利者と推定されたり、有価証券の譲渡に際して通知・承

諾が不要とされる、などの特殊な効果が認められています。 

　本編では、かかる有価証券の意義、機能、各種証券の性

質について学んでいくことになります。 

1 有価証券の概念 

2 有価証券の基本理念 

3 各種証券 

第3編 為替手形・小切手 

第2編 約 束 手 形  

第1編 

第1部　有価証券法 

有価証券法総論 

第2編 商 行 為 法  

第1編 

第2部　商法総則・商行為法 

商 法 総 則  

第 1部  第 1部  



2 1　有価証券の概念

1 有価証券の概念

有価証券てどんなもの？
有価証券という場合、皆さんはどんなものを思い浮かべるでしょうか。有価証券には様々なものがあり

ますが、これから学習していく約束手形、為替手形、小切手、あるいは貨物引換証、倉庫証券などはいず
れも有価証券の代表的なものです。有価証券は、その証券上に、一定の金銭の支払を求める権利や、一定
の物の引渡しを請求する権利といったものが表章されています。

どうして有価証券は生まれたんだろう？
では、このような有価証券はなぜ生まれたのでしょうか。
たとえば、Ａが、Ｂに対して１カ月後に弁済期がくる100万円の債権を有しているとします。ここで、Ａ

がお金に困っており、この債権を今すぐに現金にしたいと考えた場合、この債権を誰かに譲渡して代わり
にお金をもらうことが考えられます。しかし民法上の債権譲渡の手
続をとる場合、この債権譲渡をＢに対抗するには通知・承諾という
対抗要件が必要になり面倒です（民467）。また、Ａが本当に債権を
有しているかどうかを譲受人が確認することが困難な場合もありま
す。そうすると、面倒な手続を嫌がって、Ａの債権を譲り受けよう
とする人がなかなかあらわれず、Ａは必要なお金を調達できなく
なってしまうかもしれません。

そこで、考え出されたのが有価証券という法技術です。ＡのＢ
に対する債権のような、目に見えない権利が証券に表章されていれ
ば、Ａがその証券によって権利者であることを証明することも簡単
ですし、Ａから譲り受けた人も、証券さえもっていれば権利者であることを証明しやすいですから、容易
に弁済を受けることができるでしょう。そうすれば、Ａの債権を譲り受けたいという人もたくさんあらわ
れるし、Ａからの譲受人もすぐに他の人に譲渡できるでしょう。このように目に見えない権利である債権
と、我々の目に見える証券とを結合させて、簡単・確実に権利を移転・行使することを可能とし、権利の
流通性を高めようとして生まれたのが有価証券なのです。

このような有価証券は、大量の取引を簡易迅速に処理することが要求される商取引においては特に重要
な役割を果たします。ではこれから有価証券について詳しく学んでいくことにしましょう。

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

民467

100万 100万 

Ａ→Ｃに 
手形を交付 

約束手形 
　100万円 

権利の流通促進 
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目次
一　はじめに

二　有価証券の意義

三　有価証券の分類

学習の指針
権利と証券を結合させた有価証券は、取引安全のための法技術で

す。民法上の債権譲渡よりも取引の安全が図られています。本章で

は、民法上の債権譲渡との違いをおさえておいて下さい。

一　はじめに
経済の発達に伴い、財産的価値のある権利を権利者が自ら行使するの

ではなく、他人に譲渡することも多くなる

↓しかし

権利は目に見えない観念的なものであるから、譲渡の有無を外見から
判断することができず、不明確である

↓そこで

民法上の債権譲渡の場合、対抗要件として債務者に対する通知または
債務者の承諾を要求している（民467）

↓しかし

大量の取引を迅速に処理することが要請される商取引においては、こ
のような方法では不便であり、より確実かつ簡易に権利を移転する方法
が必要となる

↓そこで

不可視的な権利の安全・確実・迅速な流通を可能とすべく、権利を可
視的な証券（一定の書式の紙片）と結合させ、この証券の作成・所持・
移転により権利の取引を行うこととした

→有価証券は取引安全のための法技術（手段）であり、本体をなすの
はそれに表章されている権利である

二　有価証券の意義

有価証券という語は、多くの法令の中で用いられているが、それ
らの意味は必ずしも同一ではない。そこで、有価証券法という法体
系を考察するにあたって、まず有価証券とはいかなる概念であるか
を定める必要がある。

F弥永・手形小切手法・
　２頁
　田邊・22頁
　川村・19頁

 One Point

有価証券は、権利の流
通促進を目的として生
まれたものであり、取
引安全（動的安全）を
図ることが原則です。
民法においては、静的
安全の保護が原則であ
り、動的安全は修正原
理です。

F弥永・手形小切手法・
　２頁
　田邊・22頁
　川村・19頁
　鈴木＝前田・１頁



4 1　有価証券の概念

有価証券は、権利の流通性に即応し、権利の譲受人による権利行使
を安全かつ容易にするため、権利の行使に証券を必要とした結果、
譲渡にも証券を要することとされたものである

↓したがって

有価証券とは、財産的価値を有する私権を表章する証券であって、
その移転及び行使に証券を要するものをいうと解する

アドヴァンス 

Ａ　財産的価値を有する私権を表章する証券であって、権利の発生・移転・行

使の全部または一部が証券によってなされることを要するものをいうとする

見解（従来の通説）

（理由）

有価証券には、手形・小切手のように権利の発生・移転・行使の全部が

証券によらなければならないものや、貨物引換証のように権利の移転・行

使のみに証券が必要なもの、株券のように権利の移転のみに証券が必要な

ものなど、種々のものがある。

Ｂ　財産的価値を有する私権を表章する証券であって、権利の移転に証券の移

転を要するものをいうとする見解（小町谷、石井）

（理由）

①　有価証券は、権利の流通促進のために権利の移転と証券を結合させたも

のであるから、流通、すなわち権利の移転を中心に考えるべきである。

②　有価証券であっても、株券のように権利の行使に証券を要しないもの

が存在する。

Ｃ　財産的価値を有する私権を表章する証券であって、権利の移転及び行使が

証券によってなされることを要するものをいうとする見解（鈴木、前田）

（理由）

①　権利の発生のみにつき証券を要し、権利の移転及び行使には証券を要し

ないようなものがあっても、それは有価証券と認めるべきではない。

②　有価証券において権利の移転に証券が必要なのは、権利の行使に証券

が必要であるからであり、権利移転に証券の移転が必要であることと権

利行使に証券の呈示が必要であることとの間には相互に理論的関係があ

るから、両者を切り離して考えるのは妥当でない。

③　株券の場合にも、権利行使の直接の基準となる株主名簿の名義書換を

求めるためには株券の呈示が必要であるから、証券がなければ権利行使

できない点では他の有価証券と同様である。

三　有価証券の分類

１　表章する権利の種類による分類

盧　債権証券

債権を表章する有価証券。
ex.1 金銭債権を表章するもの（金銭証券）→手形、小切手等
ex.2 物品の引渡請求権を表章するもの（物品証券）

→貨物引換証、倉庫証券等

F弥永・手形小切手法・
　８頁
　田邊・25頁
　川村・18頁
　平出・手形小切手法・
　９頁
　鈴木＝前田・30頁
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ex.3 労務・サービスの給付を目的とするもの　→乗車券、観覧券等

盪　物権証券

物権を表章する有価証券。
→我が国には、物権のみを表章する純粋な物権証券は存在しない

が、質入証券や抵当証券は、金銭債権とともにこれを担保するた
めの質権または抵当権を表章するものであり、物権証券の面を有
するといえる

蘯　社員権証券

社団における社員たる地位（社員権）を表章する有価証券。
→株券がこれにあたる

【表章する権利の種類による有価証券の分類】 
 

B
 

表章される権利 
 
金銭債権 
 
物品引渡請求権  
労務・サービスの給付を目
的とする債権  
金銭債権及び担保権  
社員たる地位 

具体例  
約束手形、為替手形、小切手、社債券、利
札等  
貨物引換証、船荷証券、倉庫証券等   
乗車券、観覧券等 
 
質入証券、抵当証券  
株券 

 
 
 
 
債権 
 
 
 
物権  
社員権 

２　権利者の表示方法による分類

盧　無記名証券（持参人払式証券）

証券上に特定の権利者の記載がなく、証券の正当な所持人を権利者
とする有価証券。

→交付のみにより権利を移転することができる
ex. 小切手、商品券等は無記名式が通常である

cf. 手形では無記名式は認められない（手１⑥、75⑤）

盪　指図証券

証券上に記載された特定の者またはその指図人（権利者により指名
された者）を権利者とする有価証券。

→裏書により権利を移転することができる

蘯　記名証券

証券上に記載された特定の者を権利者とする有価証券。
→裏書による譲渡はできないが、通常の指名債権譲渡の方法により

譲渡することができる
ex. 裏書禁止の記載のある手形（手11Ⅱ）、裏書禁止の記載のある貨

物引換証（商574但）等

盻　選択無記名証券

証券上に権利者の記載があるが、同時にその証券の持参人にも弁済
すべき旨を付記した有価証券（「何某またはこの証券の持参人」とい
う形式によるもの）。

→選択無記名証券は無記名証券とみなされる（商519・小５Ⅱ）

 One Point

ex.3の乗車券・観覧券
等は、原則として流通
の目的がないことから
有価証券ではないとす
る見解もあります。

 One Point

通常証券上に指図文句
が記載されますが、手
形、小切手、貨物引換
証、船荷証券、倉庫証
券等は、「指図禁止」
または「裏書禁止」の
記載がない限り、指図
証券として扱われま
す。（法律上当然の指
図証券性、手11Ⅰ・77
Ⅰ①、小14Ⅰ、商574、
603Ⅰ、776）



410 論文試験過去問

平成13年度第２問

Ｘは、得意先Ｚに対する売買代金支払いのため、ＸがＺにあてて振

り出す予定で手形要件をすべて記載した手形金額200万円の約束手形１

通を入れたバッグを携えて、自ら自己所有の車を運転して出張に出か

けた。Ｘは、Ｙ経営のホテルにチェックインし、Ｙに対し、車をホテ

ルの屋内駐車場に入れておくよう依頼して、車の鍵を預けた。その

際、Ｘは、本件約束手形を入れたバッグを車の座席においたままにし

てあったが、Ｙに対しては、バッグについて特に何も告げなかった。

ところが、その後、ホテルの屋内駐車場に何者かが侵入し、駐車され

ていたＸの車がバッグとともに窃取されてしまった。

Ｘは、Ｙに対し、車の損害のほかに、バッグに入っていた本件約束

手形の手形金相当額200万円の損害賠償請求をした。この200万円に関す

る請求は認められるか。

［問題点］

１　595条の「明告シテ」の要件をみたすか

２　595条の「有価証券」にあたるか（約束手形の成立時期）

［フローチャート］

ＸのＹに対する200万円の 
損害賠償請求の可否 

Ｙは場屋の取引を営む商人 
（502⑦、4Ⅰ） 

ＸＹ間には商事寄託の規定 
（593以下）の適用あり 

ＸのＹに対する 
請求不可 

ＸのＹに対する 
請求不可 

ＸのＹに対する 
請求可 

595条の「明告シテ」 
の要件をみたすか 

595条の「有価証券」 
にあたるか 

NOYES

YESNO

論文試験
の過去問を解いてみよう
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[答案構成]

一　ＸのＹに対する200万円の損害賠償請求の可否

１　ＸＹ間には寄託契約がある

受託者Ｙの保管義務違反に基づく損害賠償請求の可否が問題

２　寄託契約は民法に規定あり（657条以下）

　　　　　↓

Ｙはホテルの経営者＝「場屋ノ取引」を「営業トシテ」行う商人

（502⑦、4Ⅰ）

→ＸＹ間には商法の適用あり

３　商事寄託は593条以下に規定

593条→ 受寄者は寄託についての報酬の有無にかかわらず、善管注

意義務を負う

594条１項→「旅店」の「主人」は「客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品」の

「滅失」について不可抗力によることを証明しなけれ

ば損害賠償責任を負うのが原則

595条→ 「有価証券其他ノ高価品」については寄託者が「種類及ヒ

価額ヲ明告」しなければ、旅店の主人は責任を負わない

二　595条の要件をみたすか

１　問題点：「明告シテ」の要件をみたすか

・自説：明告がなくても、それを知らなかったことについて重過失

があり、旅店の主人に物品の保管について格別の注意をな

す機会が与えられていたといえる場合には「明告シテ」の

要件をみたす

　595条の趣旨

結論：Ｘが高価品を携行していることについてＹに重過失があれば

「明告シテ」の要件をみたす

２　「有価証券」にあたるか

問題点：約束手形の成立時期

反対説：振出人の署名のみによって約束手形成立

・批判：反対説は手形行為を権利発生面と権利移転面とに分ける

が、それはあまりに技巧的

・自説：手形の交付が必要

手形行為は債権債務関係を生じさせる法律行為である

から契約と考えるべき

もっとも、取引安全の見地より有効な手形であると信頼して交付さ

れていない手形を取得した第三者を権利外観理論により保護すべき

結論：窃取者は権利外観理論では保護されないので、窃取の時点で

は紙片は「有価証券」にあたらない

三　ＸのＹに対する200万円の損害賠償請求は不可
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論証カードの活用法

論証カード

★★★ 

手形理論 

出題頻度 　重要度 

問題提起 　手形債務が発生するためには、法律上の形式をみたす書面が作成され、債務者が署名すればた 

りるのか、手形の交付まで必要なのかが問題となる。 

結論（原則） 　手形行為は 手形の授受によってなされる契約 であり、手形署名者が相手方に 手形を交付 する 

ことにより手形債務が発生するものと考える。 

理　　由 　なぜなら、 債権関係は契約により発生するのが原則 であり、手形法に特別の規定がない以 

上、手形債務についても同様に考えるべきだからである。 

不都合性 　ただし、原則を貫くと、手形取引の安全を著しく害する場合がある。 

結論（修正） 　そこで、①有効に手形債務を負担したかのような外観を作出した点について 手形署名者に帰 

責性 があり、②第三者がその外観を 重過失なく信頼 した場合には、 手形法 10条を類推適用 し 

て、署名者は手形債務を負担するものと考える（権利外観理論）。 

カード化して暗記
しておく必要性

過去の本試験の傾
向から、出題の可
能性を表示

重要なキーワード
は色を使って強調

論点名

項目の表示により、
情報を整理
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出題頻度 ★★☆　　重要度

明文にない有益的記載事項

問題提起 　法に規定のない合意を手形に記載した場合、直接の当事者間において手形外の合意としての効

力が認められるのは格別、手形上の効力まで生じるのか、明文にない有益的記載事項が認められ

るかが問題となる。

結　　論 　手形はその記載事項の最小限度のみならず最大限度まで画された厳格な要式証券であり、

法に規定のない有益的記載事項は認められないと考える。

理　　由 　なぜなら、手形の権利内容は明確である必要があるところ、手形法に規定がなく効力が不明確

な記載事項を認めると、手形取引の安全を害するからである。

出題頻度 ★★★　　重要度

誤記であることが明白な場合

問題提起 　文字による手形金額の記載が明らかな誤記と認められる場合にも、手形金額は文字による記載

を優先すべきか（手６Ⅰ）が問題となる。

結　　論 　文字による記載が誤記と認められる場合についても、文字による記載の方が優先すると考え

る。

理　　由 　なぜなら、手形法６条１項は、手形取引の安全性・迅速性を確保するために、文字による

記載と数字による記載が異なる場合に、手形の効力を救済するとともに、かかる場合の処理を

法定しているからである。

出題頻度 ★★★　　重要度

手形理論

問題提起 　手形債務が発生するためには、法律上の形式をみたす書面が作成され、債務者が署名すれば足

りるのか、手形の交付まで必要なのかが問題となる。

結論（原則） 　手形行為は手形の授受によってなされる契約であり、手形署名者が相手方に手形を交付する

ことにより手形債務が発生するものと考える。

理　　由 　なぜなら、債権関係は契約により発生するのが原則であり、手形法に特別の規定がない以

上、手形債務についても同様に考えるべきだからである。

不都合性 　ただし、原則を貫くと、手形取引の安全を著しく害する場合がある。

結論（修正） 　そこで、①有効に手形債務を負担したかのような外観を作出した点について手形署名者に帰

責性があり、②第三者がその外観を重過失なく信頼した場合には、手形法10条を類推適用し

て、署名者は手形債務を負担するものと考える（権利外観理論）。



定義集の活用法

□□□　 有価証券 ＡＡ 財産的価値のある私権を表章する証券であって、権利の移転及 
び行使のいずれにも証券を要するもの（弥永） 

□□□　 約束手形 ＡＡ その発行者（振出人）が受取人その他証券の正当な所持人に対 
して、一定の期日（満期）に一定の金額を支払うことを約束す 
る証券（弥永） 

□□□　 為替手形 ＡＡ 満期に一定の金額（手形金額）を受取人その他証券の正当な所 
持人に支払うことを、振出人が支払人に委託する、支払委託証 
券（弥永） 

□□□　 小切手 ＡＡ 振出人が、満期に一定の金額（小切手金額）を受取人その他証 
券の正当な所持人に支払うことを支払人に委託する支払委託証 
券（弥永） 

□□□　 無因性 ＡＡ 原因関係の無効・取消等によって、振出の効力が影響を受ける 
ことはなく、またこれによって生じた権利を行使する場合には 
原因関係の存在を証明する必要はないという性質（ＳⅢ） 

□□□　 設権性 ＡＡ 証券の作成が証券に表章された権利の発生要件となっていると 
いう性質（ＳⅢ） 

□□□　 文言性 ＡＡ 手形上の権利関係は、手形上の記載のみによって決定され、手 
形当事者は手形以外の立証方法によって、その文言の意義を変 
更し、または補充することができないという性質（ＳⅢ） 

□□□　 要式性 ＡＡ 法律に定めた一定の方式（手形要件）を備えなければ、手形行 
為 有効 成立 性質（ ）

定義集

試験対策における
重要度

定評ある基本書の
定義を記載

用語名
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□□□　有価証券 ＡＡ 財産的価値のある私権を表章する証券であって、権利の移転及
び行使のいずれにも証券を要するもの（弥永）

□□□　約束手形 ＡＡ その発行者（振出人）が受取人その他証券の正当な所持人に対
して、一定の期日（満期）に一定の金額を支払うことを約束す
る証券（弥永）

□□□　為替手形 ＡＡ 満期に一定の金額（手形金額）を受取人その他証券の正当な所
持人に支払うことを、振出人が支払人に委託する、支払委託証
券（弥永）

□□□　小切手 ＡＡ 振出人が、満期に一定の金額（小切手金額）を受取人その他証
券の正当な所持人に支払うことを支払人に委託する支払委託証
券（弥永）

□□□　無因性 ＡＡ 原因関係の無効・取消等によって、振出の効力が影響を受ける
ことはなく、またこれによって生じた権利を行使する場合には
原因関係の存在を証明する必要はないという性質（ＳⅢ）

□□□　設権性 ＡＡ 証券の作成が証券に表章された権利の発生要件となっていると
いう性質（ＳⅢ）

□□□　文言性 ＡＡ 手形上の権利関係は、手形上の記載のみによって決定され、手
形当事者は手形以外の立証方法によって、その文言の意義を変
更し、または補充することができないという性質（ＳⅢ）

□□□　要式性 ＡＡ 法律に定めた一定の方式（手形要件）を備えなければ、手形行
為は有効に成立しないという性質（ＳⅢ）

□□□　証拠証券 Ｂ ある法律関係の存否や内容について紛争が生じた場合に備えて
発行される証券（弥永）

□□□　免責証券 Ｂ 権利者が不特定・多数であり、権利行使が頻繁な取引におい
て、債務者として権利者の識別が困難な場合に備えてあらかじ
め発行しておいた証券と引換えに債務を履行すれば、たとえ相
手方が無権利者であってもその履行責任を免れる効力が認めら
れる証券（弥永）

□□□　原因関係 Ａ 売買契約、手形割引、手形貸付など、手形行為をなす原因と
なった法律関係（弥永）

□□□　支払に代えて Ａ 既存債務の履行に関し手形が授受された場合に、それにより既
存債務が消滅する場合（弥永）

□□□　広義の支払のために Ｂ 既存債務の履行に関し手形が授受された場合に、それにより既
存債務が消滅せず、両債務が並存する場合（弥永）

□□□　狭義の支払のために Ａ 既存債務と手形債務とが並存する場合に、手形債権を先に行使
すべきという場合（弥永）

□□□　担保のために Ａ 既存債務と手形債務とが並存する場合に、債権者が自由に選択
して行使し得る場合（弥永）

□□□　必要的記載事項 Ａ 手形要件であって、そのいずれを欠いても手形・小切手として
の効力を生じないこととなる諸事項（田邊）

□□□　有益的記載事項 Ａ それがなくても手形・小切手としての効力に関係ないが、手形
法・小切手法によって記載することが許され、かつ記載通りの
効力が認められる事項（田邊）
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論文問題一覧

司法試験論文問題

昭和24年度 第１問 ……………………………………………………………………… 会社法

第２問　【為替手形】……………………………… 第1部第３編第1章「為替手形」

昭和25年度 第１問 【商法総則・商行為】…………… 第２部第１編第１章「商行為及び商人」

第２問 ……………………………………………………………………… 会社法

昭和26年度 第１問 ……………………………………………………………………… 会社法

第２問 【有価証券一般】………………………… 第１部第１編第３章「各種証券」

昭和27年度 第１問 ……………………………………………………………………… 会社法

第２問 ……………………………………………………………………… 会社法

第３問 【有価証券一般】………………………… 第１部第１編第３章「各種証券」

第４問 【小切手】…………………………………… 第１部第３編第２章「小切手」

昭和28年度 第１問 ……………………………………………………………………… 会社法

第２問 ……………………………………………………………………… 会社法

第３問 【商行為法】……………………… 第２部第１編第１章「商行為及び商人」

第４問 【譲渡裏書】………… 第１部第２編第６章「手形上の権利の移転と裏書」

昭和29年度 第１問 【商法総則】……………………………… 第２部第１編第４章「商業帳簿」

第２問 ……………………………………………………………………… 会社法

第３問 ……………………………………………………………………… 会社法

第４問 【小切手】…………………………………… 第１部第３編第２章「小切手」

昭和30年度　　第１問 ……………………………………………………………………… 会社法

第２問 ……………………………………………………………………… 会社法

第３問 【有価証券一般】………………………… 第１部第１編第３章「各種証券」

第４問 【特殊の裏書】……… 第１部第２編第６章「手形上の権利の移転と裏書」

昭和31年度 第１問 ……………………………………………………………………… 会社法

第２問 【手形取得者保護制度】

…………………… 第１部第２編第６章「手形上の権利の移転と裏書」

昭和32年度 第１問 ……………………………………………………………………… 会社法

第２問 【小切手】…………………………………… 第１部第３編第２章「小切手」

昭和33年度 第１問 ……………………………………………………………………… 会社法

第２問 【手形意思表示】…………… 第１部第２編第３章「手形行為の成立要件」
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