
福岡大学法科大学院 

令和 2年度 A日程法律専門試験 

出題趣旨・採点基準 

【民法 第１問】 

［出題趣旨］ 

 本問は、民法９６条３項の適用はどこまで及ぶのか、そこにいう「第三者」とはどの範囲の者か、そし

て民法１７７条は不動産物権変動を第三者に対抗するためには登記を要求しているが、民法９６条によ

る取消も登記を必要とする物権変動とみうるか、といった問題についてリーディング・ケースである判

例（大判昭和１７年９月３０日民集２１巻９１１頁）及びその後に登場した様々な見解に基づいて立論、

検討してもらうことを意図して出題した問題である（金子敬明「判例解説」別冊ジュリスト２３７号『民

法判例百選Ⅰ総則・物権［第８版］』（有斐閣、２０１８年）１１２～１１３頁、鎌田薰『民法ノート物権

法①〔第３版〕』（日本評論社、２００７年）１１６頁以下等参照。なお、内田貴『民法Ⅰ［第４版］総則・

物権総論』（東京大学出版会、２００８年）８２～８３頁、松尾弘＝古積健三郎『物権・担保物権法〔第

２版〕』（弘文堂、２００８年）８６頁も参照）。 

 

〈解答のポイント〉 

〔設問１〕について（１５点） 

 Ａは、Ｃに対して、次のような法的主張、法律構成を展開して本件請求をおこなっているものと考えら

れる。すなわち、本件売買契約を詐欺を理由に取り消すこと（民法９６条）によって遡及効が生じ（民法

１２１条）、その結果、Ｃは登記の原因を欠くこととなるため、Ａは登記の抹消を請求することができる

ものと考えられる、と。 

 

〔設問２〕について（３５点） 

 Ａの以上のような主張に対して、Ｃは、以下のような種々の構成を展開して反論してくることが予想

される（解答者は、以下のうち、いずれかの構成を適切に論述することが期待されている）。 

 

①まず、詐欺による意思表示の取消後に登場した第三者には民法９６条３項の適用はなく、民法１７７

条によって処理されるべきであるとする立場がある。古い大審院判決（前掲大判昭和１７年９月３０日）

が採る構成である。 

 

 前掲大判昭和１７年９月３０日は、以下のように判示している。 

「凡ソ民法第９６条第３項ニ於テ詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ

得ザル旨規定セルハ、取消ニ因り其ノ行為ガ初ヨリ無効ナリシモノト看做サルル効果、即チ取消ノ遡及

効ヲ制限スル趣旨ナルハ、茲ニ所謂第三者トハ取消ノ遡及効ニ因リ影響ヲ受クベキ第三者、即チ取消前

ヨリ既ニ其ノ行為ノ効力ニ付利害関係ヲ有セル第三者ニ限定シテ解スベク、取消以後ニ於テ始メテ利害



関係ヲ有スルニ至リタル第三者ハ、仮令其ノ利害関係発生当時詐欺及取消ノ事実ヲ知ラザリシトスルモ、

右条項ノ適用ヲ受ケザルコト、洵ニ原判決ノ如クナルト雖、右条項ノ適用ナキノ故ヲ以テ直ニ斯カル第

三者ニ対シテハ取消ノ結果ヲ無条件ニ対抗シ得ルモノト為スヲ得ズ。今之ヲ本件ニ付テ観ルニ、本件売

買ガ原判決説示ノ如ク其ノ要素ニ錯誤アルモノニアラズシテ、詐欺ニ因リ取消シ得ベキモノナリトゼバ、

本件売買ノ取消ニ依リ土地所有権ハ被上告人先代ニ復帰シ、初ヨリ松井ニ移転ザリシモノト為スルモ、

此ノ物権変動ハ民法第１７７条ニ依リ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ザルヲ

本則ト為スヲ以テ、取消後松井トノ契約ニ依リ権利取得ノ登記ヲ為シタル上告人ニ之ヲ対抗シ得ルモノ

ト為スニハ、取消ニ因ル右権利変動ノ登記ナキコト明カナル本件ニ於テハ、其ノ登記ナキモ之ヲ上告人

ニ対抗シ得ベキ理由ヲ説明セザルベカラズ。然ルニ原判決は此ノ点ニ付何等説示スル所ナクシテ取消ニ

因ル右権利変動ヲ当然上告人ニ対抗シ得ルモノノ如ク解シ、上告人ガ松井トノ契約ニ因リ登記シタル権

利ヲ取得セザリシモノト為シ、登記ハ原因ヲ欠クヲ以テ之ガ抹消登記ヲ為スベキ義務アル旨判示シタル

ハ、理由不備ノ違法アリ。」 

 

 以上によれば、Ｃの本件抵当権設定登記は、Ａによる取消後になされた法律行為（抵当権設定契約）、

それに基づく登記（抵当権設定登記）であるから、Ｃは対抗要件を具備している以上、民法１７７条によ

り、ＡはＣに対して対抗していくことができない、と。 

 

②次に、一般に民法９６条３項は詐欺による取消前の善意の第三者に対して適用されると解されている

が、これは詐欺による取消後においても類推して適用されるべきであると解する見解もある。しかし、こ

の立場によると、取消による遡及効の制限によって善意の第三者を保護しようとする民法９６条３項の

制度趣旨が没却され、妥当でないとの指摘がある。 

 

③そこで、取消による遡及効を貫徹しつつ、第三者の保護は、民法１７７条の適用や民法９６条の類推適

用によってではなく、民法９４条２項の類推適用によって図られるべきであるとする見解が主張されて

いる。すなわち、Ｃは、民法９６条１項による取消の遡及効はＡによる取消の前後に関係なく生じ得るも

のではあるが、Ａは本件売買契約の取消後Ｂ名義の登記を自己名義の登記に回復しようと思えばできた

のにこれをおこなわなかった点において、登記の回復（抹消登記請求）に対する懈怠（非難可能性）がな

いとは言えず、この点は虚偽の外観を作出した虚偽表示者に準じる態様とみることもできなくはないと

して、民法９４条２項の類推適用を主張し、Ａは取消による遡及効の効果、つまりＢが真正の権利者（抵

当権者）ではないことを主張してＣに対抗することはできない、と反論していくことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



［採点基準］ 

 〔設問１〕については、取消の遡及効をベースに論述することができていれば、基礎点として５～１０

点の幅で配点し、さらに文章表現・文章構成が説得的かつ明快に論述できていれば、２～５点までの幅で

加点。 

 

 〔設問２〕については、前掲大判昭和１７年９月３０日による１７７条構成のほか、以上に紹介したそ

の他の構成によって、Ａに対抗していける法律構成を的確に論述することができていれば、２０～３０

点の幅で配点し、さらに文章表現・文章構成が説得的かつ明快になされていれば、２～５点までの幅で加

点。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【民法 第２問】 

［出題趣旨］ 

〔問１〕 

①別居中の夫婦間の扶養義務および子の養育費についての理解を求めるのが出題の意図である。 

②立替扶養料の求償についての理解を求めるのが出題の意図である。 

 

〔問２〕 

①離婚請求の手続および離婚請求の認容の可否についての理解を求めるのが出題の意図である。 

②親権者の選定についての判断基準についての理解を求めるのが出題の意図である。 

 

［採点基準］ 

〔問１〕２５点 

①１５点 

１ 問に関しては、まず次の点についての理解が求められる。 

（１）扶養義務の説明 

（２）子の養育費と扶養義務 

（３）別居と婚姻費用分担請求 

 

２ 上記の内容を理解したしたうえで、 

①扶養義務 

②子の養育費 

③婚姻費用の分担 

④別居 

をそれぞれ事実関係に基づいて説明し、どのような請求ができるかを検討することになる。 

 

＊配点 

（１） 扶養義務の説明：４点 

（２） 子の養育費の説明：３点 

（３） 婚姻費用の説明：４点 

（４） 別居の説明：４点 

（５）これらを踏まえた設問に対する説得力のある説明ができているかどうかを減点要因とする。 

 

 

 

 



②１０点 

１ 問に関しては、まず次の点についての理解が求められる。 

（１）抽象的扶養義務と具体的扶養義務 

（２）過去の扶養料の求償 

（３）扶養義務者間の求償  

（４）生活保持義務者間の扶養義務と過去の扶養料の求償 

 

２ 上記の内容を理解したしたうえで、 

①扶養義務 

②過去の扶養料の求償 

③扶養義務者間の求償 

④生活保持義務者間の扶養義務と過去の扶養料の求償 

についてそれぞれ事実関係に基づいて説明し、どのような請求ができるかを検討することになる。 

 

＊配点 

（１） 扶養義務：２点 

（２） 過去の扶養料の求償；２点 

（３） 扶養義務者間の求償：２点 

（４） 生活保持義務者間の扶養義務と過去の扶養料の求償：４点 

（５）これらを踏まえた設問に対する説得力のある説明ができているかどうかを減点要因とする。 

 

〔問２〕２５点 

①１０点 

１ 問に関しては、離婚制度の理解が求められ、それを踏まえて、一般条項である民法第１編「総則」第

１章「通則」の規定を考慮して最終的な判断がなされることになる。 

離婚の方法としては大きく裁判所による関与の有無から、裁判所の関与の無い協議離婚届けによる方

法と裁判所の関与による方法に分けられる。裁判所の関与による方法は、調停離婚、審判離婚、裁判（判

決）離婚、更に、家事事件手続法の改正により和解離婚と認諾離婚がある。 

（１）協議離婚  

（２）調停離婚 

（３）審判離婚 

（４）和解離婚・認諾離婚  

（５）裁判（判決）離婚 

 （６）基本原則 

 

 

 

 



２ 上記の内容を理解したしたうえで、 

①離婚制度 

②裁判離婚 

③一般条項 

をそれぞれ事実関係に基づいて説明し、どのような請求ができるかを検討することになる。 

 

＊配点 

（１） 離婚制度の説明：３点 

（２） 裁判離婚の説明：５点 

（３） 一般条項の説明：２点 

（４）これらを踏まえた設問に対する説得力のある説明ができているかどうかを減点要因とする。 

 

②１５点 

１ 問に関しては、次の点についての理解が求められる。 

（１）親権について 

（２）親権者の選定基準 

 

２ 上記の内容を理解したしたうえで、 

①親権の意義 

②親権者決定 

③親権者決定の判断基準 

についてそれぞれ事実関係に基づいて説明し、どのような請求ができるかを検討することになる。 

 

＊配点 

（１）親権の意義についての説明：２点 

（２）親権者決定：３点 

（３）親権者決定の判断基準：１０点 

（４）これらを踏まえた設問に対する説得力のある説明ができているかどうかを減点要因とする。 

 

 

 

 

 



【民事訴訟法】 

［出題趣旨］ 

第１ 確認の利益 

確認の訴えの訴訟要件として確認の利益が必要とされる。一般に、確認の利益を判断するには、以下の

４点を検討すべきと考えられている。 

⑴ 確認訴訟の手段としての適切性（確認訴訟の補充性） 

給付訴訟判決には既判力と執行力が生じるが、確認訴訟判決には既判力しか生じない。給付訴訟が提起

できるときは、特段の事情がない限り、確認訴訟は許されない。 

⑵ 確認対象の適切性 

確認対象は、原則として現在の権利関係又は法的地位である。しかし、例外として、過去の権利関係又

は法的地位の確認であっても、それが現在の法律関係の基礎（先決関係）になっていたり、確認判決に

より権利関係が確定されることで、そこから派生する様々な紛争を包括的に解決できるような場合に

は、確認対象として認められる。また、当該事実関係が争いの基礎となり、それから派生している法的

紛争を抜本的に解決するために有用であれば、事実関係でも、確認対象とすべき場合もあると考えられ

る。 

⑶ 即時確定の利益 

原告の具体的な法律上の地位や権利利益が被告によって否認され、原告の権利関係・法的地位に現時点

で不安・危険が生じており、確認訴訟によって即時解決するにふさわしい程度に紛争が成熟しているこ

とが必要である。 

⑷ 適当な当事者が選択されているか 

 

第２ 具体的な検討 

１ 本問の確認対象を A の遺言行為の有効性とするならば、第１⑵の観点から確認の利益が否定されそ

うであるが、X１の法的地位は、遺言無効を前提とすれば法定相続分の持分権を有することになり、遺

言有効を前提として遺留分減殺請求権を行使すれば遺留分につき持分権を有することになるから、現

在生じている遺産分割をめぐる紛争を包括的に解決するためには、遺言の有効性について既判力をも

って確定することが有益である。 

  判例も、遺言が有効であるとすれば、それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの

確認を求めるものと解されるとして、遺言無効確認訴訟を適法と認めた。 

２ 遺言無効確認訴訟の当事者適格 

判例は、遺言無効確認訴訟の確認対象は相続財産に対する権利の全部又は一部の不存在の主張であ

り、相続人全員を当事者とする必要はないとする。これによれば、X１は単独で遺言確認訴訟を提起で

き、仮に請求棄却判決が確定しても、X２は、あらためて同一遺言につき無効確認訴訟を提起できる。

これに対しては、遺言無効確認訴訟は、相続人全員に合一確定をもたらすべく、必要的共同訴訟と考え

るべきとの考えもある。その場合は、提訴に同意しない相続人については被告とする方法を認める余地

もあろう。 



 

［採点基準］ 

  まず、第１の一般論を検討した上で、本問について、判例の立場を指摘しながら具体的な検討をする

ことが求められる。配点割合は、第１に関する部分が２０点、第２に関する部分が３０点。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【憲法】 

［出題趣旨］ 

本試験は、法科大学院 1年次の憲法の授業科目（「基本的人権論」および「統治機構論」）を履修したと

みなすこができ、2年次の授業についていくことのできる能力を有しているかという認定基準に基づいて

実施され、具体的には、1 年次の憲法の「到達目標」に達しているか否かを評価するための試験である。

すなわち、1 年次の憲法の授業においては、「①各々の基本的人権の意義や保障内容に関する基本的事項

を的確に理解していること、②判例の中から憲法上重要な事実・争点を抽出することができ、訴訟当事者

各々の主張の考え方および裁判所の考え方を一定程度理解することができること」を到達目標としてい

る。 

したがって、出題は事例の論述式問題について、憲法上の問題点をめぐる合憲・違憲の意見対立を説明

させる問題とし、その事例は 1 年次の憲法の授業において必須の重要判例を素材とし、本試験において

は、青少年の知る自由の制約の適否が争われた「岐阜県青年保護育成条例事件」（最判平成元年 9 月 19

日）から出題した。  

定期試験は、2 時間の事例論述試験として実施しているが、本試験の試験時間は 3 科目 2 時間で 1 科

目 40 分程度であるため、当該事例の憲法上の問題点（本試験においては、青少年の知る自由の制約に関

する立法目的および規制内容）ついて、そのポイントを的確に指摘しているか否かを評価の主眼とする。 

 

＜解答のポイント＞ 

(1)憲法上の問題点の指摘 

本件条例により有害図書として指定された図書に青少年がアクセスすることができなくなることから、

本件条例は、青少年の知る自由を制約するところ、知る自由は憲法 21 条 1 項の規定の趣旨・目的から、

その派生原理として当然に認められ、本件条例は憲法 21 条に 違反しないか否かの問題が存する。さら

に、自動販売機への有害図書の収納が禁止されることにより、成人の知る自由も制約されるという問題

も存する。 

 

(2)判断枠組の設定 

（厳格な審査基準の設定） 

青少年は、その人格形成期に情報に広く接することによって精神的成長を遂げることができることか

ら、その知る自由の重要性・必要性は高く、知る自由に対する規制の合憲性は、厳格な基準で審査される

べきである。したがって、本件条例の規制目的が、やむにやまれぬものであり、その規制目的を達成する

手段が必要最小限にとどまっていることが必要である。 

（緩やかな審査基準の設定） 

青少年は、一般的に、精神的に未熟であって、提供される知識や情報の選別能力を十全には有してはお

らず、また、それらの知識や情報の影響を受けることが大きいとみられることから、成人と同等の知る自

由を保障される前提を欠き、したがって、青少年の知る自由に対する制約の憲法適合性については、厳格



な基準は適用されないと解するのが相当である。 

＊審査基準を異ならせて検討しても、同一の審査基準で検討しても良い。 

 

(3)立法目的および規制手段の合憲性に関する具体検討 

①立法目的（「青少年の健全な育成」）の合理性と必要性 

本件条例は、青少年の健全な育成を図ることを目的として、指定された有害図書を青少年にアクセスさ

せることを禁止するが、本件条例が規定するような有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関

する価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながり、青少

年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっていることから、本件条例の立案目的

には十分な合理性と必要性が認められる。青少年保護のための有害図書の規制が合意であるためには、

青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性があることを持って足りる。 

（反論）有害図書の規制を是認するため立法事実として、青少年の非行を誘発するおそれや青少年の精

神的成熟を害するおそれの事実について科学的証明がない。 

 

②規制手段（「有害図書の自動販売機への収納禁止」）の合理性と必要性 

自動販売機による有害図書の販売は、売り手と対面しないため心理的に購入が容易であること、昼夜を

問わず購入ができることなどの点において、書店等における販売よりも、その弊害が一段と大きいこと

などから、有害図書の自動販売機への収納の禁止は、青少年の健全な育成を図るという目的を達成する

手段として十分な合理性と必要性が認められる。また、それは成人の知る自由に対する厳しい制限では

あるが、他の方法でこれらの図書に接する機会が全く閉ざされているわけではないため、成人の知る自

由に対する規制の点においても不合理とはいえない。 

（反論）有害図書の自動販売機への収納禁止は、憲法が禁止する検問ではないとしても、受け手に入手さ

れる前にその途を封ずる効果をもつ事前抑制であり、表現の自由の重要性に鑑みると、その規制は厳格

かつ明確な要件の下においてのみ許されると解すべきであり、この点において、本件条例による規制は

問題がある。 

 

［採点基準］ 

（1）①憲法上の問題点の指摘＝20％、②判断枠組の設定＝30％、③立法目的および規制手段の合憲性に

関する具体的検討＝50％の配分で採点する。 

①憲法上の問題点の指摘に当たっては、本件条例が、青少年の知る自由（憲法 21条）の制約となっ

ていることを指摘していること。成人の知る自由の制約をも指摘している場合は加点要素とする。 

②判断枠組の設定に当たっては、青少年の知る自由を成人の知る自由と比較して、同等であれば憲法

21 条の保障であるがゆえに極めて厳格な審査基準を、精神的未熟を理由にそれよりも緩和した審査基

準を設定するか、どちらの基準でもよいが、当該判断枠組を設定する理由を説明していること。なお、

本件最判の伊藤補足意見を参照している場合は加点要素とする。 

③立法目的および規制手段の合憲性の具体的検討に当たっては、②の判断枠組に従って、まず、本件

条例の立法目的に合理性と必要性が認められるか否か、仮にそれが肯認できたとしても、その目的を達  



成する手段として、自動販売機への有害図書の収納禁止に合理性と必要性があるか否かを具体的な理

由を挙げて検討していること。合憲、違憲いずれの立場に立っているかは問わない。なお、それぞれの

主張の内容については、「出題趣旨」を参照のこと。 

 

（2）評価基準としては、上記①～③の説明に当たり、定期試験における成績評価（絶対評価）と同様、

「合格と認められる最低限度」を D（60％）とし、解答の的確さ、理解力、説得力の程度などによって

点数を加算し、C（70％）＝「一応の水準に達していると認められる成績」、B（80％）＝「良好な水準

に達していると認められる成績」、A（90％以上）＝「優れた成績」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【刑法】 

［出題趣旨］ 

 胎児性致死傷については、熊本水俣病事件で問題となり、第１審判決（熊本地判昭和５４年３月２２日

判タ３９２号４６頁）、控訴審判決（福岡公判昭和５７年９月６日高刑集３５巻２号８５頁）､最高裁決定

（最決昭和６３年２月２９日刑集４２巻２号３１４頁）が出ており、その後、最高裁決定の論理が定着

し、交通事故による胎児性致死傷の事案に数多く適用されている。 

 最高裁決定の論理は、人（母親）に病変を生じさせて人（新生児）に死傷の結果を生じさせたのである

から、業務上致死傷罪が成立するというものである。この最高裁決定の論理は、いわゆる法定的符合説的

な考え方に立脚するものであり、法廷的符合説を批判する学説から厳しい批判にさらされている。 

 判例の立場を批判する学説は、無罪とするか、第 1 審判決のように行為の時点において人でなくても、

結果発生の時点において人であれば足りると解し、業務上致死傷罪の成立を認めるかに分かれているが、

前者については結論の妥当性が、後者については構成要件要素の同時存在の原則に反することが問題点

として指摘されている。 

 

［採点基準］ 

採点基準 1 以上の点を踏まえ、胎児性致死傷罪の成否について、結論を導いているかどか （３５点） 

 

採点基準２ 上記の議論は過失致死傷罪･業務上過失致死傷罪に関するものであるが、それを故意の殺人

罪･傷害罪に敷衍できるか否かを検討し、故意犯について 結論を導いているかどうか 

（１５点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【行政法】 

［出題趣旨］ 

 比較的シンプルな事例を読み解く力の有無、適用規範の解釈・当てはめの基礎的能力の有無を確認す

る問題である。 

 

［採点基準］ 

以下のポイントについて根拠を示しつつ、総合的に適切に記述できているかを評価し、評価点を付す（合

計５０点）。ポイントごとの配点は①、②、③で小計２０点、④、⑤で小計３０点を基準とするが、論理

展開の巧拙についても評価の対象となる。 

 

①地方公務員法２９条に基づく懲戒処分は行政庁の裁量処分であることの指摘 

②当該処分については、裁量の逸脱濫用がある場合には、処分は違法になること 

③本問における裁量の逸脱濫用の判断には、比例原則の適用が問題になること 

④比例原則違反となる基準を示すこと 

⑤上記基準に則って本問の検討がなされていること（当てはめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


