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憲法 

 

違憲審査権の憲法上の根拠や限界について，後記の〔設問〕にそれぞれ答えなさい。 

 

〔設問１〕  

違憲審査権に関し、次のような見解がある。 

  「憲法第８１条は,最高裁判所に,いわゆる違憲審査権を認めている。ただし,この

条文がなくても,一層根本的な考え方からすれば,憲法の最高法規性を規定する憲法

第９８条,裁判官は憲法に拘束されると規定する憲法第７６条第３項,そして裁判官

の憲法尊重擁護義務を規定する憲法第９９条から,違憲審査権は十分に抽出され得

る。」 

上記見解に列挙されている各条文に即して検討しつつ,違憲審査権をめぐる上記見

解の妥当性について,あなた自身の見解を述べなさい。（配点：２０点） 

 

〔設問２〕 

内閣は,日本経済のグローバル化を推進するために農産物の市場開放を推し進め,

何よりもＸ国との間での貿易摩擦を解消することを目的として,Ｘ国との間で農産物

の貿易自由化に関する条約（以下「本条約」という。）を締結した。国会では,本条約

の承認をめぐって議論が紛糾したために,事前の承認は得られなかった。国会は,これ

を事後に承認した。 

内閣が本条約上の義務を履行する措置を講じた結果,Ｘ国からの農産物輸入量が飛

躍的に増加し,日本の食糧自給率は２０パーセントを下回るまでになることが予想さ

れる状況となった。ちなみに,Ｘ国の食料自給率は１００パーセントを超えており,世

界的に見ても６０から７０パーセントが平均的な数字で,先進国で２０パーセントを

切る国はない。 

農業を営むＡは,Ｘ国から輸入が増大したものと同じ種類の農産物を生産していた

が,Ｘ国と日本とでは農地の規模が異なるため大量生産ができず,価格競争力において

劣るため,農業を継続することが困難な状況にある。Ａは,本条約は,農業を営む者の生

存権や職業選択の自由を侵害するのみならず,国民生活の安定にとって不可欠な食料

自給体制を崩壊させる違憲な条約であるとして訴訟を提起した。これに対して,被告と

なった国から本条約は違憲審査の対象とならない旨の主張がなされ,この点が争点と

なった。 

本条約が違憲審査の対象となるか否か,及び本条約について憲法判断を行うべきか

否かに関して,Ａの主張及び想定される国の主張を簡潔に指摘し,その上でこれらの点

に関するあなた自身の見解を述べなさい。（配点：３０点） 
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    解答のポイント 
 

１、設問１について 

「いわゆる違憲審査権」の性質論（具体的審査制か抽象的審査制か）に深入りすることなく，

憲法第76条1項の「司法」の解釈と，法段階構造（憲法の最高法規性を謳った憲法第98条1項）か

ら，具体的審査制である「いわゆる違憲審査権」は十分に抽出され得，憲法第81条は「最高裁判

所」「終審」にこそ意味のあるものである，との通説を展開すべきである。 

この点，憲法第76条3項は裁判官を拘束する条文であり，99条は公務員の一般的義務を定めた

ものであるから，見解のあげた３つの条項から「十分に抽出され得る」というのは早計であり「妥

当」とは言い切れず，憲法第98条1項のほかには憲法第76条1項をこそあげるべきである。 

２、設問２について 

「本条約が違憲審査の対象となるか否か（以下，イ），および本条約について違憲判断を行う

べきか否か（以下，ロ）について，Ａの主張と想定される国の主張を簡潔に指摘して自身の見解

を述べるものである。 

イについては，国会の「事前承認は得られなかったが，これを事後に承認した」ことにより，

本条約は国内法の体系に組み込まれたことになる。国の主張として，憲法第98条1項に「条約」

が明記されていないこと，および憲法第81条に「条約」が明記されていないことを根拠に違憲審

査対象性を否定することが考えられるが，通説によって，国内法化した条約の違憲審査対象性を

肯定すべきであろう。 

ロについては，国の，憲法判断回避論および統治行為論の主張が考えられるが，その理論の根

拠を指摘して，ともに，否定すべきであろう。Ａの主張する「本条約は…崩壊させる」との主張

も援用することができよう。ただし，上記の主張の中で国が主張するであろう国際関係（「何よ

りも貿易摩擦解消することを目的として」）への配慮は示すべきであり，Ａとしては，自由裁量

論を主張し，裁量権の著しい逸脱・濫用にあたるか否かの判断を行うべきと主張すべきである。 
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解答例  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１ 

１ まず，憲法81条（以下，法令名略。）の規定する違憲審査権

の法的性質について検討する。 

憲法は，76条１項で司法権が裁判所に帰属することを定め

つつ，別途81条で違憲審査権が終審として最高裁判所に帰属

することを定める。そこで，違憲審査権は司法権と独立して

行使しうるというように解することも可能ではある。 

しかし，そもそもわが国の憲法は，付随的審査制を採るア

メリカ憲法に倣ったものであるし，抽象的審査制を認めるな

らば当然に存すべき手続規定などがわが国の憲法典には存し

ない。そうすると，わが国の憲法は，付随的審査制をとった

ものであり，81条は，あくまでも最高裁判所が終審としての

性格を有することを述べたにすぎないと解するべきである。

したがって，わが国の違憲審査制権は，①司法権の範囲内

すなわち具体的な争訟内において，②裁判所がこれを行使し，

③違憲と判断される場合には当該法令を当該事件における裁

判規範としないもの（付随的審査制）と解され,その根拠は，

76条１項及び98条である。 

２ このように,違憲審査権は，81条がなくても抽出され得る

が，以下の条文はその根拠たり得ない。 

⑴ まず，99条は公務員全般の憲法擁護義務を定めるもので

あり，「国務大臣」があがっていることから同条を根拠に内

閣に違憲審査権があると解するのが失当であるように,違

憲審査権の根拠条文とはなり得ない。 

⑵ つぎに，76条３項は,99条が存在するにもかかわらず重ね

て裁判官の憲法擁護義務を強調しているようにも読める

が,司法権の帰属を定めた76条に規定があることからも明

らかなように,司法権を行使する裁判官の職権行使の独立

を保障するもので，「のみ拘束され」政治的多数意見の影響

を受けないということにこそ意義があり，違憲審査権の根

拠条文とはなり得ない。  

３ 以上をまとめると，本問見解が,仮に憲法81条が存在せずと

も違憲審査権は抽出され得るとする点，および，その根拠条

文として98条をあげる点は妥当であるが,本問見解が，その根

拠条文として，76条3項および99条をあげ，76条1項をあげな

い点は妥当でない。 

第２ 設問２ 

１ まず，本条約が違憲審査の対象となるか否かについて検討

する。 

⑴ 本条約は，国会の事後承認によって，有効な条約として

国内法的効力を有することとなる（73条３号ただし書）。

そのため，この点では違憲審査の対象とすることに問題

はない。 

⑵ そうだとしても，そもそも条約は，違憲審査の対象とし
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て81条に列挙されていない。また，98条１項も条約を挙げ

ていないほか，同条２項は条約を誠実に遵守する国際協調

主義を定める。そうすると，これらのことから，条約は憲

法に優位し，違憲審査の対象とならないという国側の反論

が考えられる。 

しかしながら，このように解した場合，憲法改正につい

て厳重な手続が定められているにもかかわらず，その手続

によらずに憲法改正がなされてしまうこと，また，条約締

結権は憲法に根拠を有し，締結および国会の承認は憲法の

枠内においてのみ許容されることから，憲法が条約に優位

し，結果，条約も違憲審査の対象となると解される。 

したがって，本条約は，違憲審査の対象となる。 

２ 次に，本条約について憲法判断を行なうべきかについて検

討する。 

⑴ まず，国側の主張としてそもそも司法権は非民主的な部

門であり，国民に直接の責任を負わないことなどから，憲

法判断は可能な限り回避するべきという，いわゆる憲法判

断回避の準則により，本条約に対する憲法判断も避けるべ

きというというものが考えられる。 

しかし,違憲判断は，民主政の実現を妨げるものを除去す

るところに本質がある以上，一般的に憲法判断を回避する

という上記準則をとるべきではない。 

⑵ ただし，これはいかなる場面においても無制限に司法判

断が許容されることを意味するものではない。直接国家統

治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごとき

は，たとえそれが法律上の争訟となり，これに対する有効

無効の判断が法律上可能である場合であっても，かかる国

家行為は裁判所の審査権の外にあるという国側の主張が考

えられる。 

本件についてみると，本条約の内容は，貿易摩擦を解消

するという経済的な目的によるものであり，直接国家統治

の基本に関する高度に政治性のある国家行為とまではいえ

ず，上記理論からは，憲法判断を妨げないといえる。 

⑶ もっとも，本件は貿易摩擦解消という，国家間の問題を

経済的に解消するもので，いわば国家の自由裁量に委ねら

れるべき問題である。そうすると，条約の内容が裁量権の

逸脱濫用といえる場合にのみ，憲法判断が許容される。 

本件についてみると，そもそも先進国で食料自給率が２

０％を下回るということは，他に例がなく，いわば異常な

事態と言える。 

したがって，裁量権の逸脱濫用が認められ得ることから，

本条約については憲法判断をなすべきである。   

以 上
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行政法 

 

Ａ県に存するＢ川の河川管理者であるＡ県知事は，１９８３年，Ｂ川につき，河川

法第６条第１項第３号に基づく河川区域の指定（以下「本件指定」という。）を行い，

公示した。本件指定は，縮尺２５００分の１の地図に河川区域の境界を表示した図面

（以下「本件図面」という。）によって行われた。 

Ｃは，２０００年，Ｂ川流水域の渓谷にキャンプ場（以下「本件キャンプ場」とい

う。）を設置し，本件キャンプ場内にコテージ１棟（以下「本件コテージ」という。）

を建築した。その際，Ｃは，本件コテージの位置につき，本件図面が作成された１９

８３年当時と土地の形状が変化しているため不明確ではあるものの，本件図面に表示

された河川区域の境界から数メートル離れており，河川区域外にあると判断し，本件

コテージの建築につき河川法に基づく許可を受けなかった。そして，河川法上の問題

について，２０１４年７月に至るまで，Ａ県知事から指摘を受けることはなかった。 

２０１３年６月，Ａ県知事は，Ｃに対し，本件コテージにつき建築基準法違反があ

るとして是正の指導（以下「本件指導」という。）をした。Ｃは，本件指導に従うには

本件コテージの大規模な改築が必要となり多額の費用を要するため，ちゅうちょした

が，本件指導に従わなければ建築基準法に基づく是正命令を発すると迫られ，やむな

く本件指導に従って本件コテージを改築した。Ｃは，本件コテージの改築を決断する

際，本件指導に携わるＡ県の建築指導課の職員Ｄに対し，「本件コテージは河川区域外

にあると理解しているが間違いないか。」と尋ねた。Ｄは，Ａ県の河川課の担当職員Ｅ

に照会したところ，Ｅから「測量をしないと正確なことは言えないが，今のところ，

本件コテージは河川区域外にあると判断している。」旨の回答を受けたので，その旨を

Ｃに伝えた。 

２０１４年７月，Ａ県外にある他のキャンプ場で河川の急激な増水による事故が発

生したことを契機として，Ａ県知事は本件コテージの設置場所について調査した。そ

して，本件コテージは，本件指定による河川区域内にあると判断するに至った。そこ

で，Ａ県知事は，Ｃに対し，行政手続法上の手続を執った上で，本件コテージの除却

命令（以下「本件命令」という。）を発した。 

Ｃは，本件命令の取消しを求める訴訟（以下「本件取消訴訟」という。）を提起し，

本件コテージが本件指定による河川区域外にあることを主張している。さらに，Ｃは，

このような主張に加えて，本件コテージが本件指定による河川区域内にあると仮定し

た場合にも，本件命令の何らかの違法事由を主張することができるか，また，本件取

消訴訟以外に何らかの行政訴訟を提起することができるかという点を，明確にしてお

きたいと考え，弁護士Ｆに相談した。Ｆの立場に立って，以下の設問に答えなさい。

なお，河川法及び同法施行令の抜粋を資料として掲げるので，適宜参照しなさい。 

 

〔設問１〕 

本件取消訴訟以外にＣが提起できる行政訴訟があるかを判断する前提として，本

件指定が抗告訴訟の対象となる処分に当たるか否かを検討する必要がある。本件指

定の処分性の有無に絞り，河川法及び同法施行令の規定に即して検討しなさい。な

お，本件取消訴訟以外にＣが提起できる行政訴訟の有無までは，検討しなくてよい。 

 

〔設問２〕 

本件コテージが本件指定による河川区域内にあり，本件指定に瑕疵はないと仮定

した場合，Ｃは，本件取消訴訟において，本件命令のどのような違法事由を主張す

ることが考えられるか。また，当該違法事由は認められるか。 
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行政法 

 

【資 料】 

○ 河川法（昭和３９年７月１０日法律第１６７号）（抜粋） 

（河川区域） 

第６条 この法律において「河川区域」とは，次の各号に掲げる区域をいう。 

一 河川の流水が継続して存する土地及び地形，草木の生茂の状況その他その状況

が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地（中略）の区

域 

二 （略） 

三 堤外の土地（中略）の区域のうち，第１号に掲げる区域と一体として管理を行

う必要があるものとして河川管理者が指定した区域〔注：「堤外の土地」とは，堤

防から見て流水の存する側の土地をいう。〕 

２・３ （略） 

４ 河川管理者は，第１項第３号の区域（中略）を指定するときは，国土交通省令で

定めるところにより，その旨を公示しなければならない。これを変更し，又は廃止

するときも，同様とする。 

５・６ （略） 

（河川の台帳） 

第１２条 河川管理者は，その管理する河川の台帳を調整し，これを保管しなければ

ならない。 

２ 河川の台帳は，河川現況台帳及び水利台帳とする。 

３ 河川の台帳の記載事項その他その調整及び保管に関し必要な事項は，政令で定め

る。 

４ 河川管理者は，河川の台帳の閲覧を求められた場合においては，正当な理由がな

ければ，これを拒むことができない。 

（工作物の新築等の許可） 

第２６条 河川区域内の土地において工作物を新築し，改築し，又は除却しようとす

る者は，国土交通省令で定めるところにより，河川管理者の許可を受けなければな

らない。(以下略) 

２～５ （略） 

（河川管理者の監督処分） 

第７５条 河川管理者は，次の各号のいずれかに該当する者に対して，（中略）工事そ

の他の行為の中止，工作物の改築若しくは除却（中略），工事その他の行為若しくは

工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し，若しくは予防するために必要

な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずる

ことができる。 

一 この法律（中略）の規定（中略）に違反した者（以下略） 

二・三 （略） 

２～１０ （略） 

第１０２条 次の各号のいずれかに該当する者は，１年以下の懲役又は５０万円以下

の罰金に処する。 

一 （略） 

二 第２６条第１項の規定に違反して，工作物の新築，改築又は除却をした者 

三 （略） 
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行政法 

 

○ 河川法施行令（昭和４０年２月１１日政令第１４号）（抜粋） 

（河川現況台帳） 

第５条 （略） 

２ 河川現況台帳の図面は，付近の地形及び方位を表示した縮尺２５００分の１以上

（中略）の平面図（中略）に，次に掲げる事項について記載をして調製するものと

する。 

一 河川区域の境界 

二～九 （略） 

 

 
 
    解答のポイント 
 

１、設問１について 

設問１では，Ｂ川の河川管理者であるＡ県知事が河川法（以下「法」という。）６条１項３号

に基づいて行った河川区域の指定（本件指定）の処分性の有無の検討が求められている。 

抗告訴訟の対象となる「処分」とは，公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち，

その行為によって，直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認めら

れているものをいうとされている（最判昭和39.10.29／民集18巻８号1809頁）。 

そして，都市計画法８条１項に基づいて行われた用途地域の指定の処分性が問題となった最判

昭和57.4.22／百選Ⅱ[第６版]〔160〕において，最高裁は，用途地域の指定が地域内の不特定多

数の者に対する一般的抽象的な法効果を生じさせるものにすぎないことや，用途地域内において

建物の建築等を妨げられている者は建築等の実現を妨げる行政庁の具体的処分がなされた時に

取消訴訟等を提起することで権利救済を図ることができることを理由に，用途地域の指定の処分

性を否定している。 

かかる判例を参考にしつつ，本件について検討すると，たしかに，本件指定によって，河川区

域内においては，新たに工作物を新築し，改築し，又は除却しようとする者は河川管理者の許可

を受けなければならないことになり（法26条１項），これに違反した場合には１年以下の懲役又

は50万円以下の罰金という刑罰が科されることになる（法102条２号）。また，法に違反して工作

物の新築等を行った場合，中止命令等の処分がされることになる（法75条１項１号）。したがっ

て，その限度では，河川区域内の土地所有者等に一定の法効果が生じるものといえる。 

しかし，かかる法効果は，直接特定の個人に対して向けられたものではなく，河川区域内の土

地所有者等に対して一般的に生じるものであり，あたかもそのような制約を課する法令が制定さ

れた場合におけるのと同様の一般的抽象的なものにすぎない。また，河川区域内の土地所有者等

は，河川管理者から現実に除却命令等の処分を受けた時点で当該処分を対象として取消訴訟を提

起することで権利救済を図ることが可能である。 

したがって，本件指定には処分性が認められないと解することができよう。 

２、設問２について 

設問２では，本件命令の取消訴訟においてＣが主張しうる違法事由を検討することが求められ

ている。 

本件では，Ａ県知事は，本件コテージが建築された2000年から2014年７月に至るまでの約14年

間，Ｃが建築した本件コテージの河川法上の問題について何ら指摘をしていない。また，Ｃは，

本件コテージの改築を決断する際，職員Ｄに対し，本件コテージが河川区域外にあるかどうかを

尋ねたところ，Ｄは，本件コテージは河川区域外にある旨の回答をしている。これらのことから，

本件コテージが河川区域外にあり除却命令等の処分がなされないことにつき，Ｃに信頼が生じて
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いたといえる。そこで，Ｃとしては，本件命令はＣの信頼を害するものとして信義則違反である

と主張することが考えられる。 

信義則違反の有無の検討に当たっては，最判昭和62.10.30／百選Ⅰ[第６版]〔28〕が参考にな

ろう。同判例において，最高裁は，租税法律主義が妥当する租税法関係においても信義則が適用

可能であることを認めた上で，信義則の適用を肯定するための条件を示している。すなわち，信

義則が適用されるためには，納税者間の平等・公正という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼

を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が必要であるとしている。そして，具

体的な判断基準として，①税務官庁により公的見解が表示されたこと，②それを信頼して納税者

が行動をおこしたこと，③表示を信頼し行動したことについて納税者の側に帰責事由が存在しな

いこと，④表示に反する課税によって納税者に不利益が生じたことを挙げている。本件において

も，これらの事情の有無を考慮して信義則違反の有無を判断することが考えられよう。 

すなわち，本件では，①Ａ県の職員であるＤはＣに対して本件コテージが河川区域外にある旨

の回答をしており，②Ｃはそれを信頼して本件コテージを改築している。また，③約14年間本件

コテージの河川法上の問題について何ら指摘がなされていないことや，ＣがＤに本件コテージが

河川区域外にあるかどうかの確認をしていること，本件図面が作成された1983年当時と現在とで

は土地の形状が変化しているため本件図面を見ても本件コテージが河川区域外にあるかどうか

明確に判断できないことなどからすると，Ｄの回答を信頼して行動したＣの帰責性は乏しいとい

える。さらに，④Ｃは，本件命令によって，多額な費用を費やして改築した本件コテージを除却

せざるを得ないこととなっており，多大な不利益を被っている。 

以上の事情からすれば，本件命令は信義則に反するといえよう。 

なお，Ｄは「測量をしないと正確なことは言えない」という留保を付した上で回答しているこ

とや，Ｄは河川課の担当職員であるＥに照会しているとはいえ，Ｄ自身は河川管理と無関係の建

築指導課の職員にすぎないことから，Ｄの回答を信頼して行動したＣに一定程度帰責性は存在す

るといえる。しかし，租税法関係と異なって納税者間の平等・公正という要請の存しない本件に

おいては，信義則の適用を比較的緩やかに認めてよく，かかる帰責性を考慮してもなおＣの信頼

は保護に値するといえよう。 
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解答例  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１ 

１ 本件指定は，処分性を有するだろうか。取消訴訟（行政事

件訴訟法３条２項）においては，処分性が訴訟要件となるた

め問題となる。以下，検討する。 

２ 行政処分，すなわち処分とは，公権力の主体たる国または

公共団体が行う行為のうち（公権力性），その行為によって，

直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定すること

が法律上認められているもの（直接法効果性）をいう。 

⑴ 本問において，本件指定はＡ県知事により行われたもの

であり，私人と同様の立場から行われたものではないため，

公権力性は満たす。 

⑵ では，直接法効果性が認められるか。 

まず，本件指定は，河川法６条１項３号に基づきなされ

たものであり，本件図面も同法１２条３項及びこの委任を

受けた同法施行令５条２項１号に基づき作成されたもので

あるから，本件指定に法律上の根拠が認められる。 

また，本件指定により，河川区域内の土地において工作

物を新築し，改築し，又は除去することが制限される（同

法２６条）。さらに，河川管理者の許可なくこれらを行った

者は，河川管理者の監督処分を受け得るほか（同法７５条

１項１号），刑事罰が科される（同法７５条）。よって，Ｃ

を含む国民の権利を制限することが法律上認められてお

り，直接法効果性を満たすとも思える。 

しかし，本件指定は，Ｂ川流水域という広い範囲を対象

とするものであるから，指定された河川区域内の土地に権

利を有する不特定多数の者に影響を与えるに過ぎない。そ

のため，上記のような法効果が生じるということだけから，

個人に対する直接具体的な権利制約があるとはいえない。

さらに，同法７５条に基づき河川管理者の監督処分がな

された段階において，当該処分の取消訴訟を提起して争う

ことが可能であるため，本件指定を対象とした取消訴訟を

認める必要性は低い。 

したがって，本件指定は，直接国民の権利義務を形成し

またはその範囲を確定するとはいえないため，直接法効果

性を満たさず，処分性は認められない。 

第２ 設問２ 

１ Ｃは，本件命令の違法事由として，Ａ県知事の信義則（民

法１条２項）違反を主張すると考えられる。以下，その主張

が認められるか検討する。 

２ まず，行政上の法律関係について，信義則が適用されるか



ＬＥＣ・平成２７年予備試験論文式問題解析講座 

 

ＬＥＣ東京リーガルマインド                                            無断複製・頒布を禁じます 11

 

 

 
 
 

 
どうかが問題になるが，これは肯定すべきである。 

なぜなら，信義則は，法の一般原則であるため，私人間の

法律関係以外にも適用されると解されるし，こう解すること

で私人の利益保護に資するためである。 

３⑴ では，本件命令に信義則違反が認められるか。 

⑵ 信義則違反の有無を判断する際は，①行政庁が，国民に

対し信頼の対象となる公的見解を表示したか，②国民がそ

の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したか，③そのた

めに国民が不利益を受けることになるか否か及び不利益の

程度，そして，④その表示を信頼しその信頼に基づいて行

動したことについて，国民に帰責事由がないかを考慮すべ

きである。 

⑶ 本問においては，Ａ県知事の職務を補助する者である職

員Ｄが，本件コテージは河川区域外にあると考えられる旨

をＣに対して伝えている（①）。 

次に，ＣはＤの回答を受けて，本件コテージの立地自体

に法的問題はないと判断し，撤去等ではなく改築を決断し

たのであるから，ＣはＤの表示を信頼しこれに基づき行動

したといえる（②）。 

また，Ｃは，本件命令に従った場合，本件コテージを失

い，かつ除却費用を負担するだけでなく，改築費用も無駄

になるという，非常に大きな経済的不利益を受けることと

なる（③）。 

もっとも，④に関して，Ｃは，改築に際し，本件コテー

ジが河川区域外にあるか否かを，河川課ではないＤに尋ね

たのみで，他の調査をしておらず，またＤもあくまで河川

課職員Ｅの暫定的な見解を伝えているのみであるので，Ｃ

がＤを信頼したことにつき帰責性があるとも思える。 

しかし，本件命令は個別的な処分であり，租税法関係の

ように納税者間の平等の要請はなく，帰責性の有無は緩や

かに判断してよいと解される。 

Ｃは本件コテージ建築に際し，本件図面を調査しており，

判断を誤ったのも，地形の変動というＣに帰責できない事

情のせいである。しかも，この点に関して，約１４年に渡

りＡ県知事からの指摘はなかった。そのため，是正命令が

発せられかねない状況において，再度本件図面を調査する

ことや，ＤやＥに更なる確認を行うことは，Ｃには期待で

きず，Ｃに帰責性はないというべきである（④）。 

以上を考慮すれば，本件命令には信義則違反があり，違

法というべきである。             以 上
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実務 
基礎 
民事 

 

（〔設問１〕から〔設問４〕までの配点の割合は，１４：１０：１８：８） 

 

司法試験予備試験用法文を適宜参照して，以下の各設問に答えなさい。 

 

〔設問１〕 

弁護士Ｐは，Ｘから次のような相談を受けた。 

なお，別紙の不動産売買契約書「不動産の表示」記載の土地を以下「本件土地」と

いい，解答においても，「本件土地」の表記を使用してよい。 

 

【Ｘの相談内容】 

「私は，平成２６年９月１日，Ｙが所有し，占有していた本件土地を，Ｙから，

代金２５０万円で買い，同月３０日限り，代金の支払と引き換えに，本件土地の所

有権移転登記を行うことを合意しました。 

この合意に至るまでの経緯についてお話しすると，私は，平成２６年８月中旬頃，

かねてからの知り合いであったＡからＹが所有する本件土地を買わないかと持ちか

けられました。当初，私は代金額として２００万円を提示し，Ｙの代理人であった

Ａは３５０万円を希望したのですが，同年９月１日のＡとの交渉の結果，代金額を

２５０万円とする話がまとまったので，別紙のとおりの不動産売買契約書（以下「本

件売買契約書」という。）を作成しました。Ａは，その交渉の際に，Ｙの記名右横に

実印を押印済みの本件売買契約書を持参していましたが，本件売買契約書の金額欄

と日付欄（別紙の斜体部分）は空欄でした。Ａは，その場で，交渉の結果を踏まえ

て，金額欄と日付欄に手書きで記入をし，その後で，私が自分の記名右横に実印を

押印しました。 

平成２６年９月３０日の朝，Ａが自宅を訪れ，登記関係書類は夕方までに交付す

るので，代金を先に支払ってほしいと懇願されました。私は，旧友であるＡを信用

して，Ｙの代理人であるＡに対し，本件土地の売買代金額２５０万円全額を支払い

ました。ところが，Ａは登記関係書類を持ってこなかったので，何度か催促をした

のですが，そのうちに連絡が取れなくなってしまいました。そこで，私は，同年１

０月１０日，改めてＹに対し，所有権移転登記を行うように求めましたが，Ｙはこ

れに応じませんでした。 

このようなことから，私は，Ｙに対し，本件土地の所有権移転登記と引渡しを請

求したいと考えています。」 

 

上記【Ｘの相談内容】を前提に，弁護士Ｐは，平成２７年１月２０日，Ｘの訴訟代

理人として，Ｙに対し，本件土地の売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び引渡

請求権を訴訟物として，本件土地の所有権移転登記及び引渡しを求める訴え（以下「本

件訴訟」という。）を提起することにした。 

弁護士Ｐは，本件訴訟の訴状（以下「本件訴状」という。）を作成し，その請求の原

因欄に，次の①から④までのとおり記載した。なお，①から③までの記載は，請求を

理由づける事実（民事訴訟規則第５３条第１項）として必要かつ十分であることを前

提として考えてよい。 

① Ａは，平成２６年９月１日，Ｘに対し，本件土地を代金２５０万円で売った（以

下「本件売買契約」という。）。 

② Ａは，本件売買契約の際，Ｙのためにすることを示した。 

③ Ｙは，本件売買契約に先立って，Ａに対し，本件売買契約締結に係る代理権を

授与した。 

④ よって，Ｘは，Ｙに対し，本件売買契約に基づき，（以下記載省略）を求める。  
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実務 
基礎 
民事 

 

以上を前提に，以下の各問いに答えなさい。 

⑴ 本件訴状における請求の趣旨（民事訴訟法第１３３条第２項第２号）を記載しな

さい（付随的申立てを記載する必要はない。）。 

⑵ 弁護士Ｐが，本件訴状の請求を理由づける事実として，上記①から③までのとお

り記載したのはなぜか，理由を答えなさい。 

 

〔設問２〕 

弁護士Ｑは，本件訴状の送達を受けたＹから次のような相談を受けた。 

 

【Ｙからの相談内容】 

Ⅰ 「私は，Ａに対し，私が所有し，占有している本件土地の売買に関する交渉を

任せましたが，当初希望していた代金額は３５０万円であり，Ｘの希望額である

２００万円とは隔たりがありました。その後，Ａから交渉の経過を聞いたところ，

Ｘは代金額を上げてくれそうだということでした。そこで，私は，Ａに対し，２

８０万円以上であれば本件土地を売却してよいと依頼しました。しかし，私が，

平成２６年９月１日までに，Ａに対して本件土地を２５０万円で売却することを

承諾したことはありません。ですから，Ｘが主張している本件売買契約は，Ａの

無権代理行為によるものであって，私が本件売買契約に基づく責任を負うことは

ないと思います。」 

Ⅱ 「Ｘは，平成２６年１０月１０日に本件売買契約に基づいて，代金２５０万円

を支払ったので，所有権移転登記を行うように求めてきました。しかし，私は，

Ｘから本件土地の売買代金の支払を受けていません。そこで，私は，念のため，

Ｘに対し，同年１１月１日到着の書面で，１週間以内にＸの主張する本件売買契

約の代金全額を支払うように催促した上で，同月１５日到着の書面で，本件売買

契約を解除すると通知しました。ですから，私が本件売買契約に基づく責任を負

うことはないと思います。」 

 

上記【Ｙの相談内容】を前提に，弁護士Ｑは，本件訴訟における答弁書（以下「本

件答弁書」という。）を作成した。 

 

以上を前提に，以下の各問いに答えなさい。なお，各問いにおいて抗弁に該当する

具体的事実を記載する必要はない。 

⑴ 弁護士Ｑが前記Ⅰの事実を主張した場合，裁判所は，その事実のみをもって，本

件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて，結論と理由を述べなさい。 

⑵ 弁護士Ｑが前記Ⅱの事実を主張した場合，裁判所は，その事実のみをもって，本

件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて，結論と理由を述べなさい。 

 

〔設問３〕 

本件訴訟の第１回口頭弁論期日において，本件訴状と本件答弁書が陳述された。ま

た，その口頭弁論期日において，弁護士Ｐは，ＸとＡが作成した文書として本件売買

契約書を書証として提出し，これが取り調べられたところ，弁護士Ｑは，本件売買契

約書の成立を認める旨を陳述し，その旨の陳述が口頭弁論調書に記載された。 

そして，本件訴訟の弁論準備手続が行われた後，第２回口頭弁論期日において，本

人尋問が実施され，Ｘは，【Ｘの供述内容】のとおり，Ｙは，【Ｙの供述内容】のとお

り，それぞれ供述した（Ａの証人尋問は実施されていない。）。 

その後，弁護士Ｐと弁護士Ｑは，本件訴訟の第３回口頭弁論期日までに，準備書面

を提出することになった。   
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【Ｘの供述内容】 

「私は，本件売買契約に関する交渉を始めた際に，Ａから，Ａが本件土地の売買

に関するすべてをＹから任されていると聞きました。また，Ａから，それ以前にも，

Ｙの土地取引の代理人となったことがあったと聞きました。ただし，Ａから代理人

であるという委任状を見せられたことはありません。 

当初，私は代金額として２００万円を提示し，Ｙの代理人であったＡは３５０万

円を希望しており，双方の希望額には隔たりがありました。その後，Ａは，Ｙの希

望額を３００万円に引き下げると伝えてきたので，私は，２５０万円でないと資金

繰りが困難であると返答しました。私とＡは，平成２６年９月１日に交渉したとこ

ろ，Ａは，何とか２８０万円にしてほしいと要求してきました。しかし，私が，そ

れでは購入を諦めると述べたところ，最終的には，本件土地の代金額を２５０万円

とする話がまとまりました。 

Ａは，その交渉の際に，Ｙの記名右横に実印を押印済みの本件売買契約書を持参

していましたが，本件売買契約書の金額欄と日付欄（別紙の斜体部分）は空欄でし

た。Ａは，Ｙが実印を押印したのは２５０万円で本件土地を売却することを承諾し

た証であると述べていたので，Ａが委任状を提示していないことを気にすることは

ありませんでした。そして，Ａは，その場で，金額欄と日付欄に手書きで記入をし，

その後で，私が自分の記名右横に実印を押印しました。」 

 

【Ｙの供述内容】 

「私は，Ａに本件土地の売買に関する交渉を任せましたが，当初希望していた代

金額は３５０万円であり，Ｘの希望額である２００万円とは隔たりがありました。

私は，それ以前に，Ａを私の所有する土地取引の代理人としたことがありましたが，

その際はＡを代理人に選任する旨の委任状を作成していました。しかし，本件売買

契約については，そのような委任状を作成したことはありません。 

その後，私が希望額を３００万円に値下げしたところ，Ａから，Ｘは代金額を増

額してくれそうだと聞きました。たしか，２５０万円を希望しており，資金繰りの

関係で，それ以上の増額は難しいという話でした。 

そこで，私は，Ａに対し，２８０万円以上であれば本件土地を売却してよいと依

頼しました。しかし，私が，本件土地を２５０万円で売却することを承諾したこと

は一度もありません。 

Ａから，平成２６年９月１日よりも前に，完成前の本件売買契約書を見せられま

したが，金額欄と日付欄は空欄であり，売主欄と買主欄の押印はいずれもありませ

んでした。本件売買契約書の売主欄には私の実印が押印されていることは認めます

が，私が押印したものではありません。私は，実印を自宅の鍵付きの金庫に保管し

ており，Ａが持ち出すことは不可能です。ただ，同年８月頃，別の取引のために実

印をＡに預けたことがあったので，その際に，Ａが勝手に本件売買契約書に押印し

たに違いありません。もっとも，その別の取引は，交渉が決裂してしまったので，

その取引に関する契約書を裁判所に提出することはできません。Ａは，現在行方不

明になっており，連絡が付きません。」 

 

以上を前提に，以下の各問いに答えなさい。 

⑴ 裁判所が，本件売買契約書をＡが作成したと認めることができるか否かについて，

結論と理由を記載しなさい。 
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⑵ 弁護士Ｐは，第３回口頭弁論期日までに提出予定の準備書面において，前記【Ｘ

の供述内容】及び【Ｙの供述内容】と同内容のＸＹの本人尋問における供述，並び

に本件売買契約書に基づいて，次の【事実】が認められると主張したいと考えてい

る。弁護士Ｐが，上記準備書面に記載すべき内容を答案用紙１頁程度の分量で記載

しなさい（なお，解答において，〔設問２〕の【Ｙ相談内容】については考慮しない

こと。）。 

【事実】 

「Ｙが，Ａに対し，平成２６年９月１日までに，本件土地を２５０万円で売却す

ることを承諾した事実」 

 

〔設問４〕 

弁護士Ｐは，訴え提起前の平成２６年１２月１日，Ｘに相談することなく，Ｙに対

し，差出人を「弁護士Ｐ」とする要旨以下の内容の「通知書」と題する文書を，内容

証明郵便により，Ｙが勤務するＺ社に対し，送付した。 

 

通知書 

平成２６年１２月１日 

被通知人Ｙ 

弁護士Ｐ 

 

当職は，Ｘ（以下「通知人」という。）の依頼を受けて，以下のとおり通知する。 

通知人は，平成２６年９月１日，貴殿の代理人であるＡを通じて，本件土地を代

金２５０万円で買い受け，同月３０日，Ａに対し，売買代金２５０万円全額を支払

い，同年１０月１０日，貴殿に対し，本件土地の所有権移転登記を求めた。 

ところが，貴殿は，「売買代金を受領していない。」などと虚偽の弁解をして，不

当に移転登記を拒否している。その不遜極まりない態度は到底許されるものではな

く，貴殿はＡと共謀して上記代金をだまし取ったとも考えられる。 

以上より，当職は，本書面において，改めて本件土地の所有権移転登記に応ずる

よう要求する。 

なお，貴殿が上記要求に応じない場合は，貴殿に対し，所有権移転登記請求訴訟

を提起するとともに，刑事告訴を行う所存である。 

以 上 

 

以上を前提に，以下の問いに答えなさい。 

弁護士Ｐの行為は弁護士論理上どのような問題があるか，司法試験予備試験用法

文中の弁護士職務基本規定を適宜参照して答えなさい。 
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別紙 

 

（注） 斜体部分は手書きである。 

 

不動産売買契約書 

 

売主Ｙと買主Ｘは，後記不動産の表示記載のとおりの土地（本件土地）に関して，

下記条項のとおり，売買契約を締結した。 

記 

第１条   Ｙは本件土地をＸに売り渡し，Ｘはこれを買い受けることとする。 

第２条   本件土地の売買代金額は ２５０ 万円とする。 

第３条   Ｘは，平成 ２６ 年 ９ 月 ３０ 日限り，Ｙに対し，本件土地の

所有権移転登記と引き換えに，売買代金全額を支払う。 

第４条   Ｙは，平成 ２６ 年 ９ 月 ３０ 日限り，Ｘに対し，売買代金全

額の支払と引き換えに，本件土地の所有権移転登記を行う。 

（以下記載省略） 

以上のとおり契約を締結したので，本契約書を弐通作成の上，後の証としてＹＸが

各壱通を所持する。 

平成 ２６ 年  ９ 月  １ 日 

売  主  住 所   ○○県○○市○○ 

氏 名       Ｙ    Ｙ印 

買  主  住 所   ○○県○○市○○ 

氏 名       Ｘ    Ｘ印 

 

不動産の表示 

 

所 在  ○○市○○ 

地 番  ○○番 

地 目  宅地 

地 積  ○○○．○○㎡ 
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解答のポイント 
 

第１ 設問１小問⑴について 

１ 訴訟物 

請求の趣旨の記載の前提として，訴訟物を正確に把握する必要があります。売買契約自体は，

本件土地を250万円で売買するとの契約であるから，契約の個数は１個です。また，所有権移転

登記請求権及び土地引渡請求権は１個の売買契約に基づいて発生する１個の権利である財産的

請求権の内容をなすものであるから，訴訟物は１個です。 

２ 請求の趣旨 

  ⑴ まず，本件土地の引渡請求の点については，売買契約に基づくという点を記載せずに，単に，

「被告は，原告に対し，本件土地を引き渡せ。」と記載すればよいことを述べればよい。 

⑵ 他方，売買契約に基づく所有権移転登記手続請求については，「被告は，原告に対し，本件

土地建物について，平成２６年９月１日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。」とな

り，登記原因の記載が必要であること，末尾は，「登記をせよ。」ではなく，「登記手続をせよ。」

となることに注意が必要です。登記原因の記載が必要なのは，不動産登記法上，登記申請書に

は登記原因及びその日付を記載することが要求されているので，請求の趣旨においてもこれを

明記すべきとの考慮によるものです（クロスレファレンス民事実務講義[第２版]161頁）。「登

記手続をせよ。」となるのは，登記をするのは登記官であることを考慮したものです。 

⑶ 所有権移転登記請求権について登記原因の記載が必要となる関係で，所有権移転登記請求と

引渡請求権とは訴訟物は１個であるが，１，２と項を分けて請求の趣旨を記載することになり

ます（要件事実30講[第３版]161頁）。 

第２ 設問１小問⑵について 

 １ ①のとおり記載した点について 

   訴訟物が売買契約に基づく土地引渡請求権及び所有権移転登記請求権 １個であるため，請求

原因において，売買契約の冒頭規定である民法555条が定める要件に該当する事実を主張する必

要があります。具体的には，民法555条が「売買は，当事者の一方がある財産権を相手方に移転

することを約し，相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって，その効力

を生ずる。」と規定していることから，売買契約の本質的要素として，売買の目的物（財産権）

と代金額の主張が必要となります。更に，売買契約の締結日は，厳密には売買契約の要件事実で

はないが，売買を特定するために「時的因子」として記載すべきことも述べる必要があります（要

件事実30講[第３版]163頁）。ここまでで①の記載が必要であることの説明はできましたが，設問

は①のとおりに記載したことの理由を求めているから，①の記載で足りることの説明も求められ

ているというべきです。そのため，(ア)目的物引渡債務に期限の合意があってその期限が到来し

たことを主張する必要がないこと，(イ)売主Ｙの本件土地所有を主張する必要がないこと及び

(ウ)ＸがＹに代金を支払ったことを主張する必要がないこと等を述べればよいでしょう。 

   具体的には，(ア)については，目的物の引渡時期は，売買契約の本質的要素ではなく，売買契

約の附款にすぎないから，請求原因として主張する必要はないこと（要件事実30講[第３版]163

頁，紛争類型別[改訂版]３頁，19頁）を述べればよいでしょう。(イ)については，民法555用は，

売買の目的物の所有権の帰属について何も要求していないこと，売買契約は，他人の物について

も成立すること（民法560条）を述べればよいでしょう（新問題研究11頁）。(ウ)については，売

買契約に基づく目的物引渡請求権の発生要件ではないから，請求原因において主張する必要はな

く，Ｙから同時履行の抗弁権が主張された場合にこれに対する再抗弁として主張すれば足りるこ

とを述べればよいでしょう（紛争類型別[改訂版]４頁）。 

 ２ ②のとおり記載した点について 

   代理行為の要件としての顕名（民法99条１項）を示すために，②の事実を摘示する必要があり

ます。 
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 ３ ③のとおり記載した点について 

   代理行為の要件としての代理権授与の事実（民法99条１項）を示すために，③の事実の主張が

必要となります。代理権授与が①の法律行為に「先立つ」必要があるのは，先に代理権授与がな

されていないと，代理人となっておらず，「代理人がした意思表示」（民法99条１項）とはいえな

いからです。 

第３ 設問２小問⑴⑵について 

本問は，弁護士Ｑの主張する事実Ⅰ，Ⅱについて，裁判所が抗弁として扱うべきか否かを問う

問題です。請求原因を争う方法としては，抗弁の主張の他に，否認することも考えられますから，

問題文中の具体的事実にかかる主張を否認と抗弁を区別させることが，本問の出題趣旨でしょう。 

解答に当たっては，否認と抗弁を区別する前提として，まず抗弁（及び否認）の意義を明らか

にする必要があります。そして，事実Ⅰ，事実Ⅱのそれぞれについて，否認と抗弁のいずれに当

たるのかを検討することになります。また，本問では「その事実のみをもって」抗弁として扱う

べきか，という誘導がありますので，Ｙの主張する事実のみで抗弁として成り立つのか，抗弁事

実として十分なのかを検討する必要があります。 

以上を踏まえ，裁判所が抗弁として扱うべきか否かを答えることになります。 

第４ 設問３小問⑴について 

  本問は，裁判所が，本件売買契約書をＡが作成したと認めることができるか否かを問う問題です。 

本件売買契約書をＡが作成したという事実は，文書の成立の真正（民訴法228条１項）を示す事

実に当たるところ，同条項により，証拠による「証明」が必要とされています。 

もっとも，自白が成立し，不要証効（民訴法179条）が認められる場合，証拠調べを行うことな

く事実を認定できるとされています。解答に当たっては，補助事実の一種である文書の成立の真正

について，自白が成立するのか，成立するとして，不要証効が認められるのかを検討することにな

るでしょう。 

  なお，本問では，裁判所が，当事者双方の主張内容どおりに事実を認定しようとしており，当事

者間で争いのない事実と反する事実を，裁判所が認定しようとする場面には当たりません。そのた

め，補助事実である文書の成立の真正にかかる自白に，審判排除効（裁判所拘束力）が生じるか否

かは問題とならないでしょう。 

第５ 設問３小問⑵について 

   難問です。「Ｙが，Ａに対し，平成26年９月１日までに，本件土地を250万円で売却することを

承諾した事実」について，明示的には認定できないため，黙示的に認定することができることを

述べていくことになるでしょう。 

   ①売買契約書の売主欄にＹの実印の印影があること，②売買契約書の売買代金額，日付欄が空

欄であったことをＹ自身認識していたにもかかわらず，補充していないこと，③Ｙがこれまでも

Ａを自己所有の土地取引の代理人としていること，④平成26年８月，別の取引の際にはＡに実印

を預けていること，⑤ＡはＸに委任状を示していないこと，⑥Ｙは当初350万円を提示したが，

300万円に値下げの意思を示していること，⑦Ｙは，Ｘが資金繰りが困難で，250万円以上の増額

が困難であることを認識していること等の事実を適切に評価して，準備書面を構成することにな

ると思われます。   

第６ 設問４について 

１ 問題の所在 

①Ｘに相談することなく，「通知書」を送付している点，②「通知書」をＹが勤務するＺ社に

送付している点，③「通知書」の文面において，「ところが，貴殿は，『売買代金を受領していな

い。』などと虚偽の弁解をして，不当に移転登記を拒否している。その不遜極まりない態度は到

底許されるものではなく，貴殿はＡと共謀して上記代金をだまし取ったとも考えられる。」と述

べた点及び④「通知書」末尾において，「貴殿が上記要求に応じない場合は，貴殿に対し，所有

権移転登記請求訴訟を提起するとともに，刑事告訴を行う所存である。」と述べた点が弁護士倫
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理上問題がある。以下，具体的に述べる。 

２ ①について 

   Ｘに相談することなく，内容的に問題のある本問の「通知書」を送付した点については，依頼

者意思の尊重について規定する弁護士職務基本規程の22条及び36条に反するおそれがある。昨年

度の予備試験でも問われた条文である。もっとも，⑴本問で中心的に問われているのは②以下の

問題点であると考えられること及び⑵依頼者の意思いかんにかかわらず，本問の「通知書」を送

付すべきではないことから，①について答案ではあえて触れないという方針でもよいだろう。答

案例では，安全策として，一言触れるという方針を採っている。 

３ ②について 

   相手方の勤務先に対し，相手方の名誉毀損・プライバシー侵害となるような書面を送付する行

為について，弁護士倫理上問題があることに争いはない。弁護士会の倫理研修でも，請求書を相

手方の勤務先に送付する行為については，これを厳に慎むよう指導がなされている。具体的な根

拠規定については，「弁護士は，真実を尊重し，信義に従い，誠実かつ公正に職務を行うものと

する。」と規定する職務基本規程５条及び「弁護士は，名誉を重んじ，信用を維持するとともに，

廉潔を保持し，常に品位を高めるように努める。」と規定する６条を問題とすべきであろう。 

４ ③について 

   確たる証拠もなく，それ自体，法律構成として疑問であるにもかかわらず，「虚偽の弁解」，「不

遜極まりない態度」及び「Ａと共謀して上記代金をだまし取った」などと「通知書」でＹの人格

に及んだ点も弁護士職務基本規程５条及び職務基本規程６条に抵触するおそれがある。懲戒事例

では，事件の相手方に対する「請求通知書」において，「戸籍簿を極度に汚濁した」，「不浄者」，

「低級劣悪」等不穏当な人格攻撃をし，さらに「非人間的所業」をなした者と非難したうえ，1000

万円もの損害賠償を請求した行為は，弁護士が守るべき品位を傷つけたものであるとして，弁護

士法56条の品位を失うべき行為とされた実例がある（日弁連懲戒委平12.4.10）（解説弁護士職務

基本規程[第２版]16頁（職務基本規程６条の解説の箇所））。 

５ ④について 

   民事事件であるにもかかわらず，このような脅迫的な言辞を用いて，依頼者の利益を図ろうと

することは，場合によっては，脅迫罪（刑法222条）に該当する恐れすらある行為である。この

点を置くとしても，④のような行為は，到底，「公正」な職務とはいえないだろう。解説書等で

も，弁護士は，いかに依頼者の利益のためであろうと，不当な目的のために職務を行ったり，不

当な手段を用いて行うことは許されないのであって，弁護士の職務は「公正」の面から制約を受

けるとされている（解説弁護士職務基本規程[第２版]13頁）。 
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解答例  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１小問⑴について 

１ 被告は，原告に対し，１の土地について，平成２６年９月１日売買

を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 

２ 被告は，原告に対し，本件土地を引き渡せ。 

第２ 設問１小問⑵について 

１ 訴訟物である売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び土地引

渡請求権を基礎付けるためには，請求原因で，冒頭規定である民法５

５５条が定める売買契約の要件事実，すなわち，売買契約の本質的要

素である売買の目的物（＝本件土地）と代金額（＝２５０万円）を主

張する必要がある。また，売買契約の締結日（＝平成２６年９月１日）

は，厳密には売買契約の要件事実ではないが，売買を特定するための

時的因子として必要である。他方，売買代金の支払時期や目的物の引

渡時期は，付款にすぎないから主張する必要はない。また，他人物売

買も有効だから（民法５６０条），本件土地をＹが所有していたこと

も主張する必要はない。よって，①の記載で必要かつ十分である。

２ ②において，「①の際，Ｙのためにすることを示した」ことが要求

されるのは，代理行為の効果が本人に帰属するためには，顕名（民法

９９条１項）が必要であるからである。 

３ ③において，「①に先立つ代理権の授与」が必要とされるのは，代

理権授与が①の法律行為よりも前にされたものでないと，「代理人が

その権限内において……した意思表示」（民法９９条１項）であると

はいえないからである。 

第３ 設問２小問⑴について 

１ 抗弁とは，事実レベルで請求原因と両立し，かつ，請求原因が存在

することによる権利・法律効果の発生を障害・消滅させ，又は権利の

行使を阻止する法律要件に該当する事実を指す。 

２ Ⅰの事実は，Ａが，本件土地の売買契約締結に先立ち，本件土地を

２５０万円で売却する代理権を，Ｙから授与されていなかった事実で

あるから，請求原因③とは事実レベルで両立せず，抗弁ではなく否認

に当たる。したがって，裁判所は，抗弁として扱うべきではない。

第４ 設問２小問⑵について 

１ 抗弁の意義は，前述のとおりである。 

２ Ⅱの事実は，本件売買契約が，Ｘの代金不払という債務不履行を理

由に解除された事実である。かかる事実は，Ｐが主張する請求原因①

②③の存在と両立し，かつ，Ｘの本件土地の所有権移転登記請求権及

び引渡請求権が消滅させるものであるから，抗弁事実の一部に当た

る。もっとも，双務契約である売買契約の成立が主張・立証されると，

同時履行の（再）抗弁の付着が基礎付けられるため，同抗弁の存在効

果を消滅させるべく反対債務の履行の提供を主張しなければならな

いが，Ｙは登記手続及び引渡しの提供をしていない。したがって，裁

判所は，Ⅱの事実の主張のみをもって抗弁として扱うべきではない。

第５ 設問３小問⑴について 

１ 本件売買契約書をＡが作成した事実は，文書の成立の真正（民訴法

２２８条１項）を示すものであり，証拠による「証明」が必要となる。
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２ もっとも，補助事実の一種である文書の成立の真正については，裁

判上で当事者間に争いがない場合，裁判所が証拠に基づかずに認定で

きるという意味での自白が成立する（同法１７９条の不要証効）。

  本問では，訴訟代理人たるＰ及びＱの間で上記事実について争いが

なく，自白が成立するから，裁判所は，証拠なしに，本件売買契約書

をＡが作成したと認めることができる。 

第６ 設問３小問⑵について 

１ 本件土地の売買の交渉では，Ｘは当初２００万，Ｙは当初３５０万

円を提示したが，その後，Ｙが希望額を３００万円とし値下げの意思

を示している。このＹの３００万円の打診に対し，Ｘは，資金繰りの

関係でこれ以上の増額が困難であることを理由に２５０万円を希望

し，Ｙはそのこと認識している。このような状況及び認識の下，Ｙは，

Ａから，平成２６年９月１日前に，完成前の本件売買契約書を見せら

れ，金額欄，日付欄が空欄であるにもかかわらず，自ら金額欄や日付

欄を補充したり，異議を述べたりしていない。これらの事情を矛盾な

く説明するためには，Ｙが金額及び日付の記入についてもＡに任せた

こと，すなわち，Ｘに譲歩して２５０万での売買を承諾したと推認す

るほかない。なぜなら，Ｙが２８０万円未満で譲歩したくないなら，

金額欄に「２８０」と記入すれば足りるからである。 

２ 契約書の売主欄にＹの実印の印影があることからもＹがＡに本件

土地の売買を委ねたことが推認される。Ｙは，Ａが勝手に押印したと

しているが，⑴ＡはこれまでもＹ所有の土地取引の代理人を務めたこ

と及び⑵平成２６年８月，別の取引の際にはＡに実印を預けているこ

とからすると，本件の場合だけ，実印を勝手にＡに使われたというの

は無理がある。また，ＡからはＹの委任状は示されていないが，売主

欄にＹの実印があるのであれば，この点は上記推認を妨げるほどの事

実ではない。 

２ 以上より，【事実】が認められるというべきである。 

第７ 設問４について 

１ まず，「通知書」を，Ｘに相談することなく送付している点は，職

務基本規程２２条に反するおそれがある。 

２ 次に，⑴「通知書」をＹが勤務するＺ社に送付し，Ｙの名誉・プラ

イバシーを侵害した点及び⑵「通知書」の文面で，法的構成として困

難，かつ，確たる根拠がないにもかかわらず，Ｐが，「虚偽の弁解」

「不遜極まりない態度」「Ａと共謀して上記代金をだましとった」等

Ｙの人格攻撃に及んだ点については，正当な弁護活動といえず，相手

方の権利利益を不当に害するものとして，信義誠実を定めた同５条及

び名誉と信用の保持を定めた同６条に反するおそれがある。 

３ 最後に，本件が民事事件であるにもかかわらず，「通知書」末尾で

刑事告訴の可能性を示唆し，Ｙの履行を強制させようとした点は，不

正な手段によって依頼者の利益の実現を図ろうとしており，公正な職

務を要求する同５条に反するおそれがある。       

以 上 
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実務 
基礎 
刑事 

 

次の【事例】を読んで，後記〔設問〕に答えなさい。 

 

【事 例】 

１ Ａ（男性，２４歳）は，平成２７年３月１４日，Ｖ（男性，１９歳）を被害者と

する傷害罪の被疑事実で逮捕され，翌１５日から勾留された後，同年４月３日にＩ

地方裁判所に同罪で公判請求された。 

上記公判請求に係る起訴状の公訴事実には「被告人は，平成２７年２月１日午後

１１時頃，Ｈ県Ｉ市Ｊ町１丁目１番３号所在のＫ駐車場において，Ｖ（当時１９歳）

に対し，拳骨でその左顔面を殴打し，持っていた飛び出しナイフでその左腹部を突

き刺し，よって，同人に加療約１か月間を要する左腹部刺創の傷害を負わせた。」旨

記載されている。 

２ 受訴裁判所は，平成２７年４月１０日，Ａに対する傷害被告事件を公判前整理手

続に付する決定をした。検察官は，同月２４日，証明予定事実記載書を同裁判所及

びＡの弁護人に提出・送付するとともに，同裁判所に証拠の取調べを請求し，Ａの

弁護人に当該証拠を開示した。検察官が請求した証拠の概要は，次のとおりであっ

た。 

⑴ 甲第１号証 診断書 

「Ｖの診断結果は左腹部刺創であり，平成２７年２月２日午前零時頃，Ｖが救

急搬送され，直ちに緊急手術をした。加療期間は約１か月間である。」 

⑵ 甲第２号証 Ｖの検察官調書 

「私は，平成２７年２月１日の夜，交際中のＢ子に呼び出され，同日午後１１

時頃，Ｋ駐車場に行ったところ，黒色の目出し帽を被った男が車の陰から現れ，

①『お前か。人の女に手を出すんじゃねー。』と言って，いきなり私の左顔面を１

回拳骨で殴った。私は，いきなり殴られてカッとなり，『何すんだ。』と怒鳴った

ところ，その男は，どこからかナイフを取り出したようで，右手にナイフを持っ

ていた。私が刺されると思うや否や，その男は，『この野郎。』と言いながら，私

に向かってナイフを持った右手を伸ばし，私の左脇腹にナイフを突き刺した。そ

の後，その男は駐車場から走って逃げていったが，私は，意識がもうろうとして

しまい，気付いたら病院で寝ていた。 

私を刺した犯人の顔は見ていないが，Ａが犯人ではないかと思う。私は，アル

バイト先の喫茶店でアルバイト仲間だったＢ子を好きになり，平成２６年１２月

初旬頃から，３，４回Ｂ子とデートをした。平成２７年１月中旬頃，Ｂ子に，き

ちんと付き合ってほしいと言ったところ，Ｂ子も承諾してくれた。しかし，その

後，私と一緒にいる時に，Ｂ子の携帯電話に頻繁にメールや電話が来るので，不

審に思ってＢ子に尋ねると，Ｂ子は，『実は，前の彼氏であるＡからよりを戻そう

としつこく言われている。Ａとは，以前数箇月間同棲していたことがあるが，異

常なほど焼き餅焼きで，私が男友達とメールのやり取りをしていても怒り，私を

殴ったりするので，付いていけないと思い，同棲していたＡ方から飛び出して１

人暮らしを始め，電話番号もメールアドレスも変えた。ところが，Ａが私の友人

から新しい電話番号やメールアドレスを聞き出したようで，頻繁に電話を掛けて

くるようになった。新しい彼氏ができたと話したが，お前は俺のものだと言って

聞く耳を持たない。どうやら新しい住所も知られているようで怖い。』と言ってい

た。その際，Ｂ子はＡの写真を見せてくれたので，Ｂ子の前の彼氏が逮捕された

Ａであることに間違いない。私は，Ｂ子のことは好きだったが，前の彼氏とのト

ラブルに巻き込まれたくないと思い，Ｂ子からデートに誘われても最近は断りが

ちで，中途半端な付き合いになっていた。そのような状況だった平成２７年２月 
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１日の午後８時頃，私は，Ｂ子から，相談したいことがあるので，どうしても会っ

てほしいという内容のメールをもらい，Ｂ子に会うことにし，Ｂ子に指定された

とおり，同日午後１１頃，Ｋ駐車場に行った。ところが，現れたのはＢ子ではな

く，先ほど話した黒色目出し帽の男だった。Ｂ子が私と会う約束をしたことを知っ

て，Ａが私を待ち伏せしていたのではないかと思う。他に恨みを買うような相手

に心当たりはない。」 

⑶ 甲第３号証 捜査報告書 

「平成２７年２月１日午後１１時１０分頃，氏名不詳の女性から『黒色目出し

帽の男がＫ駐車場で人を刺した。』旨の１１０番通報があり，同日午後１１時２５

分頃，Ｋ駐車場に司法警察員が臨場し，付近の検索を行ったところ，同駐車場出

入口から北側約１０メートルの地点の歩道脇に，飛び出しナイフ１丁が落ちてお

り，犯人の遺留品の可能性があると思料されたため，同日，これを領置した。」 

⑷ 甲第４号証 飛び出しナイフ１丁（平成２７年２月１日領置のもの） 

⑸ 甲第５号証 捜査報告書 

「平成２７年２月１日に領置した飛び出しナイフ１丁の柄から採取された指紋

１個が，Ａの右手母指の指紋と一致した。」 

⑹ 甲第６号証 捜査報告書 

「平成２７年２月１日に領置した飛び出しナイフ１丁の刃に人血が付着してお

り，そのＤＮＡ型が，Ｖから採取した血液のＤＮＡ型と一致した。」 

⑺ 甲第７号証 Ｂ子の検察官調書 

「私は，以前ＡとＡ方で同棲していたが，Ａの束縛が激しい上，私が男友達と

メールのやり取りをしているだけでも嫉妬して私を殴るなどするので嫌になり，

平成２６年９月頃，Ａ方から逃げ出して，電話番号やメールアドレスを変え，１

人暮らしを始めた。その後，Ｖと知り合い，平成２７年１月頃，Ｖとの交際を始

めた。ところが，Ａは，私の電話番号，メールアドレスを探り出し，私に何度も

電話やメールを寄越して復縁を迫るようになった。私が更に電話番号やメールア

ドレスを変えると，今度は私の自宅を突き止めたようで，私の自宅に頻繁に来る

ようになった。私は，Ａに，他に好きな人ができたので復縁するつもりはないと

言ったが，Ａは納得せず，『そいつと会わせろ。』と言っていた。私は，ＡがＶに

暴力を振るうかもしれないと思ったので，ＡにはＶの詳しい情報を教えなかった。

私は，Ａから逃げられないという恐ろしさを感じ，ＶにＡとの関係やＡに付きま

とわれている状況を全部打ち明けた。しかし，Ｖは，次第に私との距離を置くよ

うになってしまった。私は，私から距離を置こうとするＶに腹が立ち，どうして

いいのか分からなくなった。私は，２人を引き合わせればＶの態度もはっきりす

るだろう，Ｖが私を捨てるなら私も覚悟を決めようと思った。そこで，私は，平

成２７年２月１日午後８時頃，Ｖに『今日の午後１１時頃にＫ駐車場に来てほし

い。』という内容のメールを送ってＶを呼び出し，その後，Ａに，電話で，私がＶ

を呼び出したことを伝えた。Ａは，『俺が行って話を付けてくるから，お前は家に

いろ。』と言っていた。しかし，私は，Ｖの態度を見たかったので，同日午後１１

時前頃，Ｋ駐車場付近に行き，２人が現れるのをこっそり待っていた。すると，

Ａが現れてＫ駐車場に入っていき，しばらくするとＶが現れてＫ駐車場に入って

いった。私は，Ｋ駐車場のフェンス脇まで近付き，Ｋ駐車場内の様子を見ると，

Ｖが黒色の目出し帽を被った男に顔を殴られているところだった。私は，目出し

帽を被った男の服装が先ほど駐車場に入っていったＡの服装と同じだったので，

Ａだと分かった。Ａは，右手にナイフを持ち，Ｖのお腹の辺りに右手を突き出し

た。私は，Ｖが刺されたと思い，怖くなってその場から走って逃げ出し，２００ 
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メートルくらい離れた場所から匿名で１１０番通報をした。私は，そのまま自宅

に帰ったので，その後２人がどうなったのか見ていない。 

翌日の２月２日，Ａから私に電話があり，Ａは，②『Ｖをナイフで刺した。走っ

て逃げている時に，そのナイフを落としてしまった。』と言っていた。 

平成２７年２月１日に警察官が領置したという飛び出しナイフを見せてもらっ

たが，そのナイフは，Ａと同棲していた時に，Ａ方で見たことがある。ナイフの

柄にある傷に見覚えがあるので，Ａが持っていたナイフに間違いない。 

私は，Ａに自宅を知られているが，引っ越し費用を工面する余裕がなく，転居

できる見込みがない。だから，怖くて仕方がない。」 

⑻ 乙第１号証 Ａの司法警察員調書 

「私は，現在，Ｈ県Ｉ市内で母と２人で暮らしている。両親は，私が中学生の

時に離婚し，私は母に引き取られた。それ以降，父とは一度も会っていない。私

には兄弟はいない。私は，２１歳の時から１人暮らしをしていたが，平成２６年

５月頃から私の家でＢ子と同棲していた。しかし，同年９月頃にＢ子が家を出て

いき，それから２週間くらい後の同年１０月頃，母が交通事故に遭って，脳挫傷

の傷害を負い，左手と左足に麻痺が残ったため，私は母が退院した同年１２月上

旬から実家に戻り，母と同居している。 

私は，高校卒業後，建設作業員として建築会社を転々としたが，現場で塗装工

をしているＣさんと知り合い，１年半くらい前からＣさんの下で働いている。Ｃ

さんの下で働いているのは私だけなので，私が長期間不在にすると，受注してい

た現場の仕事を工期内に終わらせることができなくなる。母は１人では日常生活

に支障があり，私の手助けが必要だし，Ｃさんにも迷惑を掛けたくないので，早

く家に戻りたい。 

私には，前科前歴はなく，暴力団関係者との付き合いもない。」 

３ Ａの弁護人は，前記の検察官請求証拠を閲覧・謄写した後，平成２７年５月３日，

Ａと接見したところ，Ａは，「Ｂ子からＶをＫ駐車場に呼び出したことは聞いたが，

私は，Ｋ駐車場には行っていない。Ｂ子には未練があったので，Ｂ子の友達からＢ

子の新しい電話番号などを聞き，連絡をしたことは事実だが，Ｂ子がＶと付き合っ

ていたのでＢ子のことは諦めた。むしろ，最近は，Ｂ子から『Ｖが自分から距離を

置こうとしているように感じる。』などと相談を持ち掛けられていた。Ｂ子の家を

知っているが，それはＢ子から相談を持ち掛けられて話をした後，Ｂ子を家まで送っ

ていったからで，Ｂ子に付きまとって家を突き止めたわけではない。飛び出しナイ

フについては，全く身に覚えがなく，飛び出しナイフの柄になぜ私の指紋が付いて

いたのか分からない。ＶとＢ子が私を陥れようとしているのではないか。」と述べた。 

４ Ａの弁護人は，平成２７年５月７日，検察官に類型証拠の開示請求をし，検察官

は，同月１３日，同証拠を開示した。Ａの弁護人は，Ａと犯人との同一性（犯人性）

を争う方針を固め，同月２０日の公判前整理手続期日において，③甲第２号証，甲

第５号証及び甲第７号証については「不同意。」，甲第４号証については「異議あり。

関連性なし。」，その他の甲号証及び乙号証については「同意。」との意見を述べた。 

その後，Ａの弁護人は，Ａと接見を重ねた結果，飛び出しナイフにＡの指紋が付

着していた事実自体は争わない方針に決め，同年６月１日の公判前整理手続期日に

おいて，甲第５号証については「同意。」，甲第４号証については「異議なし。」との

意見に変更した。 

そして，受訴裁判所は，同月１５日に公判前整理手続を終了するに当たり，検察

官及びＡの弁護人との間で，争点は犯人性であり，証拠については，甲第２号証及

び甲第７号証を除く甲号証，乙号証並びにＶ及びＢ子の各証人尋問が採用決定され 
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たことを確認した。 

Ａの弁護人は，公判前整理手続終了直後に，Ｖ及びＢ子とは接触しない旨のＡの

誓約書，Ａを引き続き雇用する旨のＣの上申書及びＡの母親の身柄引受書を保釈請

求書に添付して，④Ａの保釈を請求したが，検察官はこれに反対意見を述べた。 

なお，検察官は，証拠開示に当たり，Ａの弁護人に，Ｖの住所，電話番号をＡに

秘匿するよう要請し，Ａの弁護人のこれに応じて，Ａにそれらを教えなかった。 

 

〔設問１〕 

⑴ 下線部③に関し，Ａの弁護人が，検察官請求証拠について意見を述べる法令上の義

務はあるか，簡潔に答えなさい。 

⑵ 下線部③に関し，Ａの弁護人が，甲第４号証の飛び出しナイフ１丁について「異議

あり。関連性なし。」との意見を述べたため，裁判官は，検察官に関連性に関する釈

明を求めた。検察官は，関連性についてどのように釈明すべきか，論じなさい。 

⑶ 甲第５号証の捜査報告書は，Ａの犯人性を立証する上で，直接証拠又は間接証拠の

いずれとなるか，理由を付して論じなさい。 

 

〔設問２〕 

下線部④に関し，Ａの弁護人が保釈を請求するに当たり，検討すべき事項及びその検

討結果を論じなさい。 

 

〔設問３〕 

⑴ 公判期日に実施されたＶの証人尋問において，検察官は，甲第２号証の下線部①の

とおりＶに証言させようと考え，同人に対し，「そのとき，犯人は，何と言っていま

したか。」という質問をしたところ，Ｖは，下線部①のとおり証言し始めた。Ａの弁

護人が，「異議あり。伝聞供述を求める質問である。」と述べたため，裁判官は，検察

官に弁護人の異議に対する意見を求めた。検察官は，どのような意見を述べるべきか，

理由を付して論じなさい。 

⑵ 公判期日に実施されたＢ子の証人尋問において，検察官は，甲第７号証の下線部②

のとおりＢ子に証言させようと考え，同人に対し，「Ａは，電話でどのような話をし

ていましたか。」という質問をしたところ，Ｂ子は，下線部②のとおり証言し始めた。

Ａの弁護人が，「異議あり。伝聞供述を求める質問である。」と述べたため，裁判官は，

検察官に弁護人の異議に対する意見を求めた。検察官は，どのような意見を述べるべ

きか，理由を付して論じなさい。 

 

〔設問４〕 

Ａの弁護人は，弁論が予定されていた公判期日の前日，Ａから「先生にだけは本当の

ことを話します。本当は，私がＶを刺した犯人です。しかし，母を悲しませたくないの

で，明日の弁論はよろしくお願いします。どうか無罪を勝ち取ってください。」と言わ

れ，同期日に，Ａは無罪である旨の弁論を行った。このＡの弁護人の行為は，弁護士論

理上どのような問題があるか，司法試験予備試験用法文中の弁護士職務基本規定を適宜

参照して論じなさい。 
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解答のポイント 
 

本年の刑事実務基礎は，昨年と同様，求釈明が問われるとともに，保釈請求という一方当事者の手続，

伝聞証拠の意義という刑事訴訟法の知識が問われた。また，初めて法曹倫理が出題された。 

第１ 設問１ 

１ 設問１⑴ 

公判前整理手続における証拠意見を述べる法令上の義務があるかが問われた。簡潔に答えよとの

出題であることから，刑事訴訟法３１６条の１６第１項を正確に引き，端的に条文を指摘すればよ

いであろう。 

２ 設問１⑵ 

証拠物に対する弁護人の証拠意見が関連性なしという意見であった場合に，検察官が関連性につ

いていかなる釈明をするかが問われた。これについては，証拠物であるナイフが本件犯行の凶器で

あることから事件との関連性が認められると釈明すればよいと考えられる。 

３ 設問１⑶ 

犯行現場付近の歩道に落ちていたナイフからＡの指紋が検出されたという捜査報告書（甲第５号

証）が直接証拠，間接証拠のいずれであるかが問われた。この点につき，前提として，直接証拠と

間接証拠の定義を論じる必要がある。そして，直接証拠とは要証事実を直接証明する証拠であり，

間接証拠は，間接事実を証明する証拠であることから，本問の要証事実を認定した上で，甲第５号

証からいかなる事実が証明できるか，要証事実を直接証明できるかについて具体的に論じることが

必要である。結論としては，ＡがＶをナイフで刺したという要証事実を直接証明できないため間接

証拠であると認定すればよいであろう。 

第２ 設問２ 

弁護人の立場から，保釈請求をするに当たり，検討すべき事項と検討結果を論じることが問われ

た。弁護人の立場からであることに留意しつつ，刑事訴訟法８９条各号の要件に該当するか，９０

条の保釈請求が認められるかについて，問題文の事実を具体的に当てはめて丁寧に検討することが

必要である。 

第３ 設問３ 

１ 設問３⑴ 

下線部①が伝聞証拠に該当するかどうかを問われている問題である。伝聞証拠の意義を論じた上

で，下線部①の供述が伝聞証拠に当たるのかを検討する必要がある。その際には，要証事実との関

係で内容の真実性が問題になるのかどうかを丁寧に当てはめることが求められる。 

２ 設問３⑵ 

まず，設問３⑴で論じた伝聞証拠の定義にしたがって，下線部②が伝聞証拠に該当するかを論じ

る必要がある。結論としては，伝聞証拠に該当することになるであろう。その上で，検察官として

は，伝聞例外に該当するということを主張して異議には理由がないと主張することになる。伝聞例

外に該当することを忘れないように注意すべきである。この時に条文操作を誤らないように気をつ

ける必要がある。 

第４ 設問４ 

まず，Ａの弁護士の行為が弁護士職務基本規定5条の真実義務に反するのではないかという問題

提起をする。そして，同規定８２条の解釈規定を示した上で積極的真実義務が真実義務には含まれ

ないことを示し，本件Ａの弁護士の行為は問題ではないとするべきである。積極的真実義務の定義

にも触れておけるとよいであろう。 
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解答例  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１について 

１ 設問⑴について 

弁護人は，刑事訴訟法（以下，法令名省略）３１６条の１

６第１項に基づき，証拠意見を述べる法令上の義務がある。

２ 設問⑵について 

検察官は，甲第４号証のナイフは，甲第３号証により現場

付近に落ちていたものであり，甲第６号証によりＶの血液が

付着していることから公訴事実記載の凶器と認められるた

め，関連性は認められると釈明する。 

３ 設問⑶について 

直接証拠とは，要証事実を直接証明する証拠であり，本件

ではＡの犯人性，すなわちＡがＶをナイフで刺したという事

実を直接証明する証拠を指す。これに対し，間接証拠とは，

間接事実を証明する証拠をいう。 

この点につき，甲第５号証は現場付近に落ちていたナイフ

をＡが触ったという間接事実を証明するに過ぎず，Ａが本件

ナイフでＶを刺したという要証事実までは直接証明すること

はできない。 

よって，間接証拠である。 

第２ 設問２について 

１ 検討すべき事項 

⑴ ８９条の除外事由である各号該当性 

傷害罪は，１月以上１５年以下の懲役であり（刑法１２

条１項，２０４条），１号に該当しない。 

Ａは前科前歴がないので，２号に該当しない。 

Ａには傷害の常習性は認められず，３号に該当しない。

Ｖについては，連絡先を知らないことから，罪証隠滅の

客観的可能性は認められず，Ｂ子については，所在を知っ

ていることから客観的可能性は認められるが，両名につい

て接触しない旨の上申書により，両名に対する罪証隠滅の

主観的可能性は認められず，罪証隠滅のおそれは認められ

ないことから，４号に該当しない。 

Ａは暴力団には所属していないこと，前記のとおり，Ｖ

及びＢ子に対して接触しない旨の上申書を提出しているこ

とから，お礼参りの危険性はなく，５号に該当しない。 

被告人の氏名はＡであり，Ｈ県Ｉ市内に母と居住してい

ることから，氏名，住居は判明しており６号に該当しない。

⑵ ９０条該当性 

裁量保釈の適否については，保釈の必要性と相当性によ

り判断する。 

Ａが長期間不在になると，受注していた現場の仕事を工

期内に終わらせることができなくなること，Ａの母は１人

では日常生活に支障があり，Ａの手助けが必要であること

から，保釈の必要性が認められる。また，Ａを引き続き雇
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用する旨のＣの上申書，Ａの母の身柄引受書があることか

ら，逃亡のおそれは認められないこと，前記のとおり罪証

隠滅のおそれも認められないこと，前科前歴がないことか

ら，保釈が相当である。 

２ 検討結果 

８９条の除外事由に該当しないことから８９条により保釈

が認められる，また，９０条による裁量保釈も認められる。

第３ 設問３ 

１ 設問⑴について 

検察官は，伝聞供述を求める質問ではないため，異議には

理由がなく，異議を棄却する決定（刑事訴訟法規則２０５条

の５）をするべきであるという意見を述べるべきである。 

すなわち，伝聞証拠とは要証事実との関係で内容の真実性

が問題となる証拠をいうところ，甲第２号証の要証事実はＡ

の下線部①の発言それ自体であり，当該要証事実との関係で

Ｖが人の女に手を出したかどうかという，内容の真実性は問

題とはならず非伝聞である。 

２ 設問３⑵ 

検察官は，伝聞供述を求める質問には当たるが，３２４条

１項の準用する３２２条１項の伝聞例外の要件を満たすた

め，異議には理由がなく，異議を棄却する決定（刑事訴訟法

規則２０５条の５）をすべきであるという意見を述べるべき

である。 

確かに，要証事実は，ＡがナイフでＶを刺した後，走って

逃げている時にナイフを落としたことであり，当該要証事実

との関係では，下線部②の内容の真実性が問題となるので，

下線部②の証言は伝聞供述に当たる。 

しかし，Ａの供述は，Ｖをナイフで刺し，ナイフを落とし

たというものであり「不利益な事実の承認」に該当すること，

特に「任意にされた疑が」認められる事情はないことから，

３２４条１項，３２２条１項の要件を満たす。 

第４ 設問４ 

被告人が接見中に弁護人に対して有罪を告白している場

合に弁護人が無罪を主張することは，真実義務（弁護士職

務基本規定（以下「規定」）５条）に反するのではないかが

問題となる。 

この点につき，真実義務は，依頼者の防御権や弁護人の

弁護権を侵害することのないよう留意して解釈適用する必

要があることから（規定８２条），弁護人は，実体的真実の

発見に協力する義務である積極的真実義務までは負うもの

ではないと考える。 

本件についてみるに，Ａの弁護人が無罪である旨の弁論

を行うことは，積極的真実義務まで課されていない以上，

真実義務に反することはない。         以 上
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論点リサーチ 統計結果 

 

  【憲法】  論述した
ある程度 

論述した 

全く 

触れな

かった 

設問１ 
いわゆる違憲審査権の内容 

（憲法 76 条１項「司法」の解釈） 
 25.7% 34.7% 36.6% 

 憲法 76 条 3 項の検討  63.4% 32.7% 3.0% 

 憲法 98 条の検討  66.3% 31.7% 1.0% 

 憲法 99 条の検討  60.4% 35.6% 3.0% 

 見解の妥当性について  68.3% 27.7% 1.0% 

設問２ 

＜違憲審査対象性について＞ 

内閣の「措置」（「処分」）を審査すれば足りるとの国の

主張 

 6.9% 13.9% 78.2% 

 
＜違憲審査対象性について＞ 

98 条 1 項に「条約」が明記されていないとの国の主張
 40.6% 22.8% 35.6% 

 
＜違憲審査対象性について＞ 

81 条に「条約」が明記されていないとの国の主張 
 60.4% 12.9% 25.7% 

 
＜違憲審査対象性について＞ 

見解の妥当性についての自己の主張 
 67.3% 27.7% 4.0% 

 

＜憲法判断について＞ 

憲法判断回避すべきとの国の主張に対する 

自己の見解 

 46.5% 30.7% 19.8% 

 

＜憲法判断について＞ 

統治行為論を適用すべきとの国の主張に対する 

自己の見解 

 49.5% 23.8% 25.7% 

 
＜憲法判断について＞ 

自由裁量論によるべきとの自己の主張 
 12.9% 18.8% 66.3% 

 

 

※「論点リサーチ」とは，論文式試験終了後にLECがWeb上にて受験生を対象に，上記の論

点についての論述の有無をリサーチしたものです。 

 

「ある程度論述した」とは，問題意識だけは示した場合，結論のみ記載した場合，本来

はもう少し論述したかったが時間やスペースの都合上やむなく短くまとめた場合，など

をいいます。 
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  【行政法】  論述した
ある程度 

論述した 

全く 

触れな

かった 

設問１ 「処分」の定義  93.1% 5.9% 0.0% 

 昭和５７年判決への言及  13.9% 18.8% 66.3% 

 法２６条１項の指摘  69.3% 27.7% 2.0% 

 法７５条１号の指摘  66.3% 27.7% 5.0% 

 法１０２条２号の指摘  62.4% 21.8% 13.9% 

 
本件指定には一般的抽象的な法効果しかないこと

の指摘 
 37.6% 23.8% 37.6% 

 権利救済の必要性の検討  37.6% 26.7% 33.7% 

設問２ 公法関係に信義則の適用があるかどうかの検討  46.5% 14.9% 36.6% 

 昭和６２年判決への言及  12.9% 16.8% 68.3% 

 信義則の適用の要件  42.6% 28.7% 26.7% 

 
１４年間にわたって何ら指摘を受けなかったこと 

の指摘 
 45.5% 21.8% 30.7% 

 
Ｄが本件コテージが河川区域外にある旨 

回答したことの指摘 
 73.3% 23.8% 2.0% 

 
１９８３年当時と土地の形状が変化していること 

の指摘 
 26.7% 20.8% 51.5% 
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  【民事実務基礎】  論述した
ある程度 

論述した 

全く 

触れな

かった 

設問１(1) 

売買契約に基づく所有権移転登記請求権につい

て，登記原因を請求の趣旨に記載する必要がある

こと 

 65.3% 15.8% 16.8% 

 
売買契約に基づく土地引渡請求権についての請求

の趣旨が正確に書けていること 
 67.3% 27.7% 4.0% 

設問１(2) 
①について，売買契約の要件事実として，目的物，

代金額の主張が必要となること(民法 555 条） 
 50.5% 21.8% 25.7% 

 

①について，売買契約の締結日は，売買契約の要

件事実ではないが，時的因子として記載が必要で

あること 

 13.9% 25.7% 59.4% 

 

①について，売買代金の支払時期や目的物の引渡

時期は，付款にすぎないから主張する必要はない

こと 

 10.9% 12.9% 75.2% 

 

①について，他人物売買も有効であるから（民法５

６０条），本件土地をＹが所有していたことを主張す

る必要はないこと 

 11.9% 16.8% 69.3% 

 

②について，代理行為の効果が本人に帰属するた

めの顕名（民法 99 条１項）を示す事実として必要で

あること 

 85.1% 11.9% 1.0% 

 

③について，代理権授与が①の法律行為よりも前

になされないと，「代理人が……した意思表示」（民

法 99 条１項）とはいえないこと 

 68.3% 19.8% 10.9% 

設問２(1) 抗弁の意義  69.3% 20.8% 7.9% 

 否認と抗弁の区別基準を理解していること  65.3% 17.8% 14.9% 

 事実Ⅰの主張が否認であることを理解していること  67.3% 12.9% 16.8% 

設問２(2) 事実Ⅱが請求原因①ないし③と両立すること  61.4% 18.8% 17.8% 

 

事実Ⅱについて，売買契約の成立の主張により，

同時履行の抗弁が基礎付けられるため，反対債務

の履行の提供が必要となること 

 48.5% 12.9% 37.6% 

設問３(1) 
文書の成立の真正が補助事実と位置づけられる 

こと 
 25.7% 23.8% 49.5% 

 
文書の成立の真正については，民訴法 228 条１項

で証拠による「証明」が必要とされていること 
 25.7% 17.8% 55.4% 

 

本件売買契約書には代理人Ａの名前が記載されて

おらず，本問では，代理行為が署名代理方式でなさ

れていること 

 13.9% 18.8% 66.3% 

 

署名代理方式によって文書を作成する場合，作成

者が本人又は代理人のいずれとなるかについて言

及していること 

 11.9% 19.8% 66.3% 
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設問３(1) 

文書の成立の真正について，当事者間に争いがな

い場合，裁判所が証拠に基づかずに認定できると

いう不要証効が認められること 

 16.8% 20.8% 59.4% 

 

判例によれば，補助事実である文書の成立の真正

については，自白の成立による審判排除効が働か

ないこと  

 22.8% 19.8% 55.4% 

設問３(2) 契約書の売主欄にＹの実印があること  63.4% 23.8% 10.9% 

 二段の推定  43.6% 18.8% 36.6% 

 
Ｙは，本件土地の価格を値下げする意思を有してい

ること 
 35.6% 29.7% 33.7% 

 
Ｘの 250 万円以上の増額は，資金繰りの関係で困

難であることをＹが認識していること 
 30.7% 16.8% 50.5% 

 

Y は，金額欄・日付欄白紙の売買契約書をＡから見

せられたにもかかわらず，金額欄・日付欄の補充を

行っていない 

 34.7% 22.8% 41.6% 

 

ＡはこれまでもＹの代理人を務めたこと及び平成 26

年８月の別の取引の際にも，ＹがＡに実印を預けた

こと 

 55.4% 21.8% 20.8% 

 
ＡからＹの委任状が示されていないことに対する合

理的な理由 
 44.6% 23.8% 29.7% 

設問４ 

Ｘに相談することなく，「通知書」を送付したことにつ

いて，規程 22 条及び 36 条に抵触するおそれがある

こと 

 41.6% 31.7% 23.8% 

 
通知書をＹが勤務する会社に送付したことが規程５

条及び６条に抵触するおそれがあること 
 25.7% 19.8% 53.5% 

 

通知書の文面が殊更，Ｙの人格を攻撃するもので

あることが規程５条及び６条に抵触するおそれがあ

ること 

 25.7% 20.8% 50.5% 

 

通知書末尾で刑事告訴の可能性を示唆するという

不正な手段を用いており，規程５条に抵触するおそ

れがあること 

 22.8% 19.8% 54.5% 
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  【刑事実務基礎】  論述した
ある程度 

論述した 

全く 

触れな

かった 

設問１(1) 刑事訴訟法３１６条の１６第１項を指摘している  78.2% 10.9% 9.9% 

設問１(2) 甲第３号証に触れている  50.5% 23.8% 24.8% 

 甲第５号証に触れている  50.5% 32.7% 15.8% 

 甲第６号証に触れている  44.6% 30.7% 22.8% 

設問１(3) 直接証拠の定義を論じている  42.6% 27.7% 28.7% 

 間接証拠の定義を論じている  41.6% 32.7% 23.8% 

 間接証拠であることを指摘している  73.3% 18.8% 6.9% 

設問２ 刑事訴訟法８９条１号該当性を検討している  56.4% 22.8% 19.8% 

 刑事訴訟法８９条２号該当性を検討している  56.4% 21.8% 20.8% 

 刑事訴訟法８９条３号該当性を検討している  56.4% 20.8% 20.8% 

 刑事訴訟法８９条４号該当性を検討している  74.3% 15.8% 8.9% 

 刑事訴訟法８９条５号該当性を検討している  70.3% 20.8% 6.9% 

 刑事訴訟法８９条６号該当性を検討している  58.4% 18.8% 18.8% 

 
刑事訴訟法９０条の裁量保釈が認められるか 

について論じている 
 51.5% 18.8% 28.7% 

設問３(1) 非伝聞証拠に当たることを論じている  74.3% 18.8% 5.9% 

設問３(2) 伝聞証拠に当たることを論じている  46.5% 17.8% 33.7% 

 
刑事訴訟法３２４条，３２２条１項該当性を 

論じている 
 27.7% 18.8% 52.5% 

設問４ 
弁護士職務基本規程５条の真実義務に反するか 

どうかという問題の所在を指摘している 
 62.4% 24.8% 11.9% 

 弁護士職務基本規程 82 条１項を指摘している  20.8% 13.9% 63.4% 

 積極的真実義務を負わないことを論じている  39.6% 23.8% 35.6% 
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