H17‐上‐サンプル

ビジネスコンプライアンス検定
上級 サンプル問題
【制限時間 120 分】

解答時における注意事項
１.HB の黒鉛筆を使用してください。訂正の場合は、あとが残らないように消
しゴムできれいに消し、消しくずを残さないでください。
２.解答用紙の所定の欄に、級種、会場コード、受験番号を記入しマークして
ください。また、会場名、氏名、性別を所定の位置に記入してください。
３.解答は、次の例題にならって、解答欄にマークしてください。
例題

日本の首都はどこか。
ア

東京

イ

正しい答えは“ア

受験会場
受験番号
名

ウ 大阪

エ 名古屋

東京”ですから、次のようにマークしてください。
∩
ア
∪

例題

氏

京都

∩
イ
∪

∩
ウ
∪

∩
エ
∪

【問題 1】 コンプライアンスを「法令遵守」ととらえる考え方（Ａ）と「社会的要請への適応」ととらえる考え
方（Ｂ）の違いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア. （Ａ）では、コンプライアンス問題は司法的解決を前提とするが、（Ｂ）では、必ずしも、そうと
は限らない。
イ. （Ａ）では、コンプライアンスと経営とは別個の問題であるが、（Ｂ）では、コンプライアンスと
経営とは密接に関連する。
ウ. （Ａ）では、法令教育が重要だが、（Ｂ）では、法令よりも倫理教育が重視される。
エ. 社員に誓約書を提出させる方法は（Ａ）でしばしば用いられるが、（Ｂ）ではその効果が疑問視さ
れる。

【問題 2】 次のうち、「法令遵守」ととらえる考え方と「社会的要請への適応」ととらえる考え方で、コンプラ
イアンスの中に含まれるか否かについて違いがあるものはどれか。
ア. コンプライアンスの基本方針の確立
イ. コンプライアンスのための専門部署の創設
ウ. 内部通報制度の整備
エ. 法令違反が行われる背景となっている法令と実態の乖離を解消するための活動

【問題 3】 企業の社会的責任（ＣＳＲ）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア. コンプライアンスを「社会的要請への適応」ととらえると、コンプライアンスの中の法令上の義務
を超えた部分がＣＳＲと重なり合うことになる。
イ. 「法令遵守」としてのコンプライアンスは、ＣＳＲに含まれる。
ウ. ＣＳＲは、企業の事業活動を遂行する中で社会的責任を果たすものであり、事業活動とは別のとこ
ろで社会に貢献する企業社会貢献（メセナ）とは異なる。
エ. コンプライアンスに違反した企業は社会的批判を受けるが、ＣＳＲとメセナは、それを行うことが
社会的評価を受けることはあっても、行わないことで批判されることはない。

【問題 4】 Ａ社が経営するアミューズメントパークＸで、遊覧車から子供が転落して死亡する事故が発生した。
事故発生の連絡を受けたＡ社の担当部署がとるべき対応の①～④について、コンプライアンスの観点
から順序を考えた場合、最も適切なものはどれか。
①：
②：
③：
④：

事故発生を社長に報告する。
緊急記者会見を開く。
Ｘの管理責任者から事情聴取し、遊覧車の取扱マニュアルを確認するなどして、事故防止対策の実
情の基本的事項を調査する。
遺族に謝罪する。
ア. ①→②→③→④
イ. ①→③→②→④
ウ. ④→①→②→③
エ. ④→①→③→②

【問題 5】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア. 独占禁止法の目的である「公正かつ自由な競争」の結果、事業者が大幅なコストダウンを行うため
に労働者が解雇される場合もあり、労働法の目的である労働者の保護と独占禁止法とが対立するこ
ともあり得る。
イ. 独占を排除しようとする独占禁止法と、知的創造を行った者にその活用について独占的な権利を与
えることで知的創造のインセンティブを高めようとする知的財産法との間で、衝突が生じることが
ある。
ウ. 独占禁止法で、競争を実質的に制限する競争事業者間の共同行為が禁止されているのと同様に、金
融商品取引法でも投資者が共同して証券取引を行うことが禁止されている。
エ. 職務発明の問題は、労働者の職務の中で知的創造が生まれた場合に、知的創造の主体である労働者
と、そのコストを負担する使用者のいずれに知的財産権が帰属するかという問題であり、労働法と
知的財産法とが交錯する問題である。

【問題 6】 わが国における内部統制システムに関する議論として、不適切なものはどれか。
ア. ２００４年に改訂された監査役監査基準では、監査役が内部統制の構築責任を負うようになった。
イ. 大和銀行株主代表訴訟事件とは、わが国ではじめて取締役の内部統制システム構築義務を正面から
判例として認め、その重要性を世間に広める契機となった株主代表訴訟事件である。
ウ. ２００２年の商法改正では、委員会等設置会社において、取締役会が内部統制システムを整備する
基本方針を定めることが義務付けられた。
エ. わが国における内部統制システムの議論は、トレッドウェイ委員会組織委員会(COSO)によるフレ
ームワークの考えを含んだ形で展開されている。

【問題 7】 トレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）による「内部統制の統合的枠組み」に関する次の文章の
空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、適切なものはどれか。
COSO による「内部統制の統合的枠組み」は、三つの「内部統制の目的」と五つの「内部統制の構成要素」
により説明されている。三つの「内部統制の目的」とは、「（
Ａ
）」、「財務報告の信頼性」、「関
B
連法規の遵守」である。これら三つの目的を達成するために組織に必要な五つの構成要素は、
「（
）」、
C
B
「（
）」、「統制活動」、「情報と伝達」、「監視活動」であり、「（
）」とは、COSO
の五つの構成要素の土台をなす、企業文化そのものである。この五つの構成要素を組織内に埋め込むことに
より、三つの目的が合理的に達成できる保証が得られるものとされている。
選択肢

A

B

C

ア

リスク評価

業務の有効性と効率性

計画の立案

イ

統制環境

倫理的価値観

業務の有効性と効率性

ウ

業務の有効性と効率性

統制環境

リスク評価

エ

倫理的価値観

計画の立案

統制環境

【問題 8】 会社の法人格に関する次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、適切なものはどれか。
「会社の法人格は、会社法の規定により（
Ａ
）に付与されたものであり、個人の法主体性が
（
Ｂ
）によって当然に認められるのと異なる。会社の代表者と会社の法人格とは（
Ｃ
）であ
る。」
選択肢

A

B

C

ア

創設的

成年に達すること

個人企業においては同一

イ

確認的

成年に達すること

個人企業においては同一

ウ

創設的

出生

個人企業においても別個

エ

確認的

出生

個人企業においても別個

【問題 9】 Ｂ社では、平成Ｘ年の株主総会がいわゆる総会屋の介入によって８時間もの長時間開催となって紛糾
したことがある。その翌年から毎年１２月中旬に株主Ｓから１個あたり時価５，０００円相当の盆栽
を１０個購入し、その代金としてＳに４０万円を支払っており、その後は株主総会の紛糾はなくなっ
た。このケースにおける問題点を指摘した上、コンプライアンス担当者がその事実を覚知した場合の
対応方法について述べた次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
１：
２：
３：
４：

年末の盆栽の売買は社会儀礼の範囲内であるから、監査役等への報告は必要ない。
株主平等原則違反の問題が生じるが、役員等の刑事責任の問題は生じるおそれが低い。
株主総会の紛糾が防止されているのであるから、会社にとって必要な支出であり、株主に対する取
締役の責任は生じない。
Ｓから購入している物品が盆栽ではなく季刊の業界紙であり、年間購読料として４０万円が支払わ
れていた場合には正当な対価の支払であるから、監査役等への報告は必要ない。
ア. ３つ
イ. ２つ
ウ. １つ
エ. なし

【問題 10】 株式会社の監査機構に関する次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、適切なものはど
れか。
「株式会社の監査機構については、旧法時代は監査役又は（
Ａ
）などによったが、新会社法の制定に
伴い、（
Ｂ
）が設置されていない会社については（
Ａ
）の設置が（
Ｃ
）とされる
ほか、会計参与制度があらたに設置されるなど、さまざまなバリエーションが選択できるようになった。」
選択肢

A

B

C

ア

会計監査人

監査役会

必要的

イ

監査役会

取締役会

禁止

ウ

監査役会及び会計監査人

取締役会

必要的

エ

監査役会

監査委員会

必要的

【問題 11】 会社法下における資本制度に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
１：
２：
３：
４：
５：

会社設立時の引受担保責任は、会社法下でも維持されている。
商法に定められていた最低資本金制度は撤廃されたが、資本金を設けなくてよいとする趣旨ではな
い。
準備金を減少するためには、取締役会を設置しない会社においては，株主総会の普通決議を経る必
要がある。
資本金額を減少するためには、株主総会の特別決議を経る必要があるのが原則である。
資本金額を減少する場合、定時総会で資本金を減少し、かつ、減少後なお分配可能な剰余金が生じ
ないときは、株主総会の普通決議を行えば足りる。
ア. １つ
イ. ２つ
ウ. ３つ
エ. ４つ

【問題 12】 独占禁止法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア. 独占禁止法を支える価値が「公正で自由な競争」にあることはほぼ異論がないが、「公正で自由な
競争」概念の曖昧さ、射程の広さから、そこにはさまざまな価値観の対立が存在する。
イ. 企業は、独占禁止法上実現されるべき「競争」のあり方を理解し、それに適応すべく自らの行動規
範を考えなければならない。
ウ. 独占禁止法上の禁止規定は、その表現の抽象性、曖昧さゆえに、それだけでは十分な行動指針には
なっていない。したがって、「法の規定に少しでも触れる行為は絶対に行なわない」、という姿勢
で臨むことが企業には求められている。
エ. 独占禁止法の規定、公正取引委員会の策定する諸ガイドラインは、独占禁止法上求められる行動規
範の全てを表現するものではなく、企業は自ら、法の趣旨、社会の要請を意識しつつ、求められる
コンプライアンス活動を実践しなければならない。

【問題 13】 独占禁止法の制裁・措置に関する次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、適切なもの
はどれか
独占禁止法における禁止規定の名宛人は（
Ａ
）であり、独占禁止法違反行為の多くは企業組織を背
景とするものであるが、（
Ａ
）の処罰は、両罰規定に基づいて行われる。法定刑は（
Ｂ
）
である。同規定は、（
Ｃ
）についての犯罪の成立を前提として、当該（
Ａ
）の（
Ｄ
）
を根拠として（
Ａ
）を処罰するものとされているのである。この点が、（
Ａ
）を主体とし
て違反行為が認定され、（
Ａ
）を名宛人として行われる行政処分との大きな相違である。
選択肢

A

B

Ｃ

Ｄ

ア

自然人たる行為者

５年以下の懲役又

事業者

代表者の選任、

は、５００万円以下

監督上の過失責任

の罰金
イ

事業者

５億円以下の罰金

自然人たる行為者

代表者の選任、
監督上の過失責任

ウ

自然人たる行為者

５００万円以下

事業者

固有の責任

自然人たる行為者

固有の責任

の罰金
エ

事業者

１億円以下の罰金

【問題 14】 独占禁止法に関する次の文章の下線部について、明らかに誤っているものはどれか。
独占禁止法上、「競争を実質的に制限する」ことを違反要件とする禁止規定に、私的独占（３条前段）と不
当な取引制限（３条後段）がある。前者の行為面での要件には「排除」そして「支配」があり（２条５項）、
後者の行為面での要件には「他の事業者との共同性」そして「相互拘束」がある（２条６項）。
ア. 独占的状態の形成を事前に回避する趣旨から、
（良質廉価な商品、サービスの提供という意味での）
能率競争による競争者排除も、私的独占規制にいう「排除」に含まれる。
イ. 私的独占規制における排除行為は、不公正な取引方法に該当する行為と重なり得る。
ウ. 「支配」の概念は曖昧で、その射程が不明確であるという批判がなされている。
エ. ある企業の価格設定に競争他社が追随するという市場構造がある場合、この企業が再販売価格維持
を行うことは「支配」に該当する。

【問題 15】 独占禁止法に関する次の文章の下線部について、正しいものはどれか。
独占禁止法上、「競争を実質的に制限する」ことを違反要件とする禁止規定に、私的独占（３条前段）と不
当な取引制限（３条後段）がある。前者の行為面での要件には「排除」そして「支配」があり（２条５項）、
後者の行為面での要件には「他の事業者との共同性」そして「相互拘束」がある（２条６項）。
ア. 公共入札による継起的な発注について、受注候補者が受注予定者を協議して定める旨の抽象的・包
括的な内容の協定を行うこと（いわゆる基本合意）は、そのような協定のみでは個別入札における
受注予定者が直ちに定まるものではないので、相互拘束の要件を満たさない。
イ. 共同性の要件が認められるためには意思の連絡が必要であると解されるが、いわゆる「暗黙の了解」
タイプの合意は意思の連絡に欠けるので不当な取引制限規制に違反しない。
ウ. 拘束性が認められるためには、（例えば、カルテル破りをした事業者に対する）制裁の取り決めは
必要ない。
エ. 事業者間の共同行為は常に競争制限に向けて行われるいわゆる「八百長」なのであり、公正取引委
員会は、不当な取引制限規制の運用に際して、「他の事業者との共同性」が認められれば例外なく
不当な取引制限違反とする立場をとっている。

【問題 16】 次の文章の甲、乙、丙、丁の行為のうち、金融商品取引法が禁止するインサイダー取引に該当しない
ものはどれか。
Ａ社は、東京証券取引所第一部に上場する医薬品メーカーである。同社は、かねてからＸ大学Ｂ研究室と共
同で、新型インフルエンザウイルス治療薬の開発を進めていたところ、２００５年９月２０日に開かれた免
疫学会においてＢ研究室が治療薬の動物実験の結果について発表したことを機に、それまで５００円前後で
推移していた同社の株価が急騰し、９月末には１，０００円を突破した。Ａ社は、１０月１日に記者会見を
開き、Ｘ大学Ｂ研究室に研究費を提供し、共同で新型インフルエンザウイルス治療薬の開発を進めているこ
と、開発に成功した場合には新薬の独占的な生産・販売の権利を取得する契約を締結していること、現時点
では、まだ動物実験の段階であり、新薬が開発できるかどうかは不明であることを発表した。同発表を受け
て、Ａ社の株価はさらに高騰を続け、１０月１０日には２，０００円を突破し、その後は、２，０００円前
後で推移していた。同年１１月２０日、アメリカのＣ社が、新型インフルエンザ治療薬の開発に成功し、翌
年１月から生産を開始すると発表したことが新聞で報道された。その報道を機にＡ社の株価は下落に転じ、
同年末には、７００円となった。Ａ社の株式に関して証券取引等監視委員会が調査を開始したところ、次の
事実が明らかになった。
１：
２：

３：

４：

Ｘ大学Ｂ研究室の主任教授甲は、９月１日に市場でＡ社株を５００円で１万株買付け、９月３０日
に９５０円で１万株売付けた。
Ｘ大学の助手乙は、Ａ社の主任研究員から、インフルエンザ治療薬の開発の事実について正式に公
表するという話を聞き、９月２５日に、８００円でＡ社株を５，０００株市場で買付け、１０月２
０日に２，０００円で市場で５，０００株売付けた。
Ｂ研究室とのインフルエンザ新薬の共同研究に加わっていたＡ社の主任研究員の丙は、同研究室主
任教授から、学会で新薬の動物実験の結果を近く発表するとの話を聞いて、９月１０日、Ａ社株を
市場で５００円で３，０００株買付け、１１月１日に３，０００株を市場で１，９００円で売付け
た。
Ａ社の営業部員丁は、２０００年に入社した時点からＡ社株３，０００株を市場で５００円で購入
して保有していたが、１１月１０日ころ、同社の主任研究員から、「アメリカのＣ社が新薬の開発
に成功したらしい。うちの会社の株価が急落するかもしれない」との話を聞いて、同月１５日に３，
０００株を市場で２，０００円で売付けた。
ア. 甲
イ. 乙
ウ. 丙
エ. 丁

【問題 17】 【問題 16】において、Ａ社の社員による上記３、４のような行為を予防するためにＡ社がとるべき
方策として、適切ではないものはどれか。
ア. Ａ社の役職員が行う自社株の取引をすべて会社に報告することを義務付け、これに違反した場合に
は懲戒処分の対象にする旨の就業規則を設ける。
イ. 自社の新薬開発に関する事実については、開発に支障がある場合を除いて速やかに公表するととも
に、その評価に関連する情報を入手したときにも速やかに公表するとの「ディスクロージャー方針」
を明らかにする。
ウ. 社員のインサイダー取引が発覚した場合には、証券取引等監視委員会に通報するとともに、その取
引によって得た利益全額をＡ社に支払わせることを社内規則で定める。
エ. インサイダー取引の禁止規定の趣旨目的と規定の内容について理解させるための金融商品取引法
に関する社内教育を実施する。

【問題 18】 ディスクロージャーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア. 上場会社の発行する株式を発行済株式総数の５%を超えて保有された場合は、株式を保有する側に
その事実を開示する義務が課されており、違反に対しては罰則を設けている。
イ. 発行会社以外の者による公開買付けは、上場会社の買収の動きを発行会社側が早期に把握して、対
応策を講ずることができるようにする趣旨もあるが、むしろ、主たる目的は、市場外での大量の株
式が買い付けられる場合に、その買付けに応じることについて、すべての株主に均等の機会を保障
しようとすることにある。
ウ. 発行市場における開示や流通市場における開示に関する規制に違反して刑事罰が科される行為を
大きく二つに分けると、①重要事項に虚偽記載のある開示書類を提出することと、②提出すべき開
示書類を提出しないことや開示書類提出後でなければできない行為を提出前に行うことである。
エ. 発行者による公開買付けは自己株式の買付けであり、株式を発行する会社が株主から自社株を買付
けることで実質的には出資の払い戻しと同様の効果が生じる。そこで、すべての株主に、その買入
れ条件を開示することで、公平な取扱いを行うことを発行者に義務付けている。

【問題 19】 Ａ社は、発明ｐについて特許出願ａ１を２００５年４月１日に行い、発明ｐの改良発明ｑについて特
許出願ａ２を２００５年４月２８日に行って、２００５年５月１日に発明ｐを業界誌Ｘに発表した。
さらに２００５年９月に発明ｐの改良発明ｒを完成し、発明ｐと発明ｑと発明ｒを一つの出願に併合
した特許出願ａ３を２００５年９月３０日に行った。この特許出願ａ３では、特許出願ａ１と特許出
願ａ２を先の出願とする国内優先権主張がなされている。一方、Ｂ社は、業界誌Ｘに掲載されていた
発明ｐを見て、２００５年８月上旬に改良発明ｑと改良発明ｒを完成し、改良発明ｑと改良発明ｒを
一つの出願に併合した特許出願ｂを２００５年８月３０日に出願した。
以上の状況において、発明ｑと発明ｒは、それぞれ発明ｐに対して進歩性がないという場合に、次の
記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
１：
２：
３：
４：

特許出願ａ３では、特許出願ａ１と特許出願ａ２を先の出願とする国内優先権主張がなされている
から、２００５年５月１日の業界誌Ｘを先行技術として特許出願ａ３が拒絶されることはない。
特許出願ａ３では、特許出願ａ１と特許出願ａ２を先の出願とする国内優先権主張がなされている
から、特許出願ｂの存在を理由として特許出願ａ３が拒絶されることはない。
特許出願ａ３において、２００５年５月１日の業界誌Ｘへの発明ｐの発表について新規性喪失例外
適用の申請をしていれば、特許出願ｂの存在を理由として特許出願ａ３が拒絶されることはない。
Ａ社の特許出願ａ３において、２００５年５月１日の業界誌Ｘへの発明ｐの発表について新規性喪
失例外適用の申請がされているときに限り、特許出願ｂは拒絶される。
ア. １つ
イ. ２つ
ウ. ３つ
エ. すべて

【問題 20】 職務発明規定に関する次の記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
１：
２：
３：
４：

従業者が職務発明をした場合、特許を受ける権利は、最初から使用者たる法人に帰属することはな
く、常に従業者に発生する。
職務発明であるか否かに関わらず、就業規則に、特許を受ける権利の予約承継が規定されている場
合には、従業者は使用者に特許を受ける権利を承継しなくてはならない。
２００５年４月以降に特許を受ける権利を使用者が承継した場合、使用者が従業者に支払う対価は、
職務発明規定に定められた対価でなければならない。
使用者は、従業者のなした発明が、その性質上使用者の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った
行為が、その使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する場合に、その発明が特許になっ
たときには、その特許権について無償の通常実施権を有する。
ア. １
イ. １と４
ウ. ２と４
エ. １と３

【問題 21】 Ａ社は、取引先のＢ社と製品開発し、Ａ社の研究員とＢ社の研究員とが共同で発明ｐを完成させた。
その後、Ａ社とＢ社の協力関係は薄れ、Ａ社は、単独で発明ｐの実施品ｑの製造販売を開始した。一
方、Ｂ社は、Ａ社による製品ｑの製造販売開始前に、発明ｐについて単独で出願し、特許Ｐを得、そ
の後Ａ社に対し、製品ｑの製造販売について特許権Ｐの侵害を警告した。この場合のＡ社の対応につ
いて、最も不適切なものはどれか。
ア. Ｂ社の特許Ｐは、明らかに冒認出願によるから無効理由を有するという理由で、Ａ社は製品ｑの製
造販売を続けた。
イ. Ａ社による製品ｑの製造販売は、Ｂ社による特許Ｐの出願後に始めたものではあるが、Ａ社は、製
品ｑの製造ラインの構築を特許Ｐの出願前から開始しており、そのことを証明する資料を十分に有
していると判断したので、製品ｑの製造販売を続けた。
ウ. Ａ社は、特許Ｐは明らかに冒認出願であるとの理由で、Ｂ社に特許権Ｐの一部譲渡を申し入れた。
エ. Ａ社は、特許Ｐの無効理由を調査したところ、特許Ｐの新規性を確実に否定できる先行技術を発見
したので無効審判を請求し、製品ｑの製造販売を続けた。

【問題 22】 設計会社Ａは、毎年３月の年度末に納期が集中し、１ヶ月の超過勤務時間が１００時間を超える社員
もいるという超繁忙状態になる一方、４月は、極端に仕事が少なくなり、超過勤務がほとんどないと
いう状態になるのが通例であった。このような勤務状況に対するＡ社の対策のうち、不適切なものは
どれか。
ア. ４月上旬に社員健康診断を実施し、過剰な超過勤務で社員の健康状態が害されていないかどうかを
確かめる。
イ. 社員が閑散期に休暇を集中して取得することで十分な休養をとるよう、管理職全員に対して、部下
に４月中に３日以上の有給休暇を取得することを奨励するよう指示する。
ウ. ３月末納期の設計業務の一部を信頼できる設計会社に外注することを検討するよう社員に指示す
る。
エ. 労使間で締結している「三六協定」に基づき３月の超過勤務が平均を下回っている社員に超過勤務
を命令することで、社員間の超過勤務に不均衡が生じないようにする。

【問題 23】 次の記述のうち、解雇が有効となるケースはどれか。
ア. ２度の不祥事発覚により利益が落ち込んだ企業が、人員整理のために無作為に一定数の労働者を解
雇する場合。
イ. 使用者が休憩時間をとらせないことに反対しストライキを起した労働者を解雇した場合。
ウ. 宿直勤務のアナウンサーが寝過ごし、毎朝のニュース放送に１週間に２度穴を開け、謝罪したもの
の受け入れられず解雇された場合。
エ. 私立高校の教員が学校側を誹謗中傷したことを理由に解雇された場合。

【問題 24】 Ａ社は、Ｂ社製自動車を販売するディーラーであり、その顧客５万人に対してメーリングリスト（一
つの電子メールアドレスに電子メールを送信することで、登録されている顧客全員にその電子メール
が送信される仕組み）を通じてＢ社製品に関する情報を周知するための電子メールマガジンを月に１
回送信していた。送信する電子メールは、Ａ社の従業員であるＣが作成し、その内容についてＣの上
司であり役員でもあるＤの承認を得た上で、最終的にはＣが送信していた。
ところが、Ｃは、Ｂ社の従業員であるＥとの恋愛のもつれから、Ｅ個人及びＢ社に対して恨みを抱く
ようになり、１月の電子メールマガジンをメーリングリストに送信する際、Ｄによる承認の後に、
「『Ｂ
社製Ｓ型自動車には走行中に車輪がはずれる可能性が高いという重大な欠陥がある』と、有名な自動
車評論家のＦ氏がＤとの会談で述べた」旨の記述を付け加えて送信した（メール１）。また、その３
分後には、誰の承認も取らずに、Ｅの裸体を撮影した画像ファイルをこのメールリストに送信した（メ
ール２）。
この事案に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア. メール１の記載のうち、Ｆ氏の発言内容とされる部分（「Ｂ社製Ｓ型自動車には走行中に車輪がは
ずれる可能性が高いという重大な欠陥がある」）が真実でなくても、「Ｆ氏がその内容をＤに対し
て述べた」という事実が真実であれば、Ｃは名誉毀損による損害賠償義務を負うことはない。
イ. Ｄは、Ｃの使用者ではなく、また、メール１・メール２ともにその内容を送信される前には知らな
かったのであるから、Ｂ社に対してもＥに対しても不法行為責任を負う可能性はない。
ウ. メール１の送信はＣがＡ社における職務の一部として行ったものであり、また、メール２の送信は
Ｃの職務としての外形を有する行為であるから、Ａ社はＢ社とＥの両者に対して使用者としての損
害賠償責任を負う可能性が高い。
エ. Ａ社は、以後、メーリングリストへの電子メールの送信の前には必ずＤの承認を取ることを義務づ
け、この承認を取らずに送信した場合（承認後に内容を変更した場合を含む）には懲戒解雇とする
社内規則を定めることで、従業員によるメーリングリストの利用から生じうる使用者としての不法
行為責任を免れることができる。

【問題 25】 いわゆる「約款」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア. 現代社会においては、「宿泊約款」「運送約款」など、広い分野において「約款」が用いられてい
る。現在では、なぜ約款に効力が生じるのかではなく、より現実的に、約款に定められる契約条件
の内容をどのように規制すべきかが論じられることが多い。
イ. 約款に定められる契約条件の内容を規制するために、いくつかの分野では、約款の作成・変更につ
いて所轄する官庁の許可・認可が必要とされている。また、約款による契約条件をあらかじめ相手
方に示す義務を課したり、これを掲示・公示する義務を課したりされることもある。
ウ. 公法的な規制が行われている分野では、所轄する官庁が契約内容の合理性についてコントロールし
ている。但し、公法的な規制が行われていない分野に限っては、裁判所自らが契約内容の合理性を
コントロールすることがある。
エ. 裁判所は、約款の条項を、合理性・妥当性を有しないとして無効と判断することや、その趣旨を根
拠に文面よりも狭く解釈することなどによって、約款の合理性をコントロールすることがある。

【問題 26】 譲渡担保に関する次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、適切なものはどれか。
不動産や個別動産が譲渡担保に供される例は古くから極めて多い。競売などの手続を回避できるだけでな
く、動産に関しては、民法の定める（
Ａ
）が目的動産の現実の占有を債務者・設定者から取り上げ
なければならないものであるため、例えば工場の機械など生産手段として債務者や物上保証人がもっている
動産は担保の目的とすることができないからである。これに対して、譲渡担保によれば、債権者に対して
（
Ｂ
）引渡しをすれば、現実の占有は債務者や物上保証人に残しておくことができる。
もっとも、担保目的物の所有権が債権者に移転されたとしても、その所有権移転はあくまで債権担保目的
のものに過ぎない。したがって、債務者・設定者が目的物を取り戻す権利を失う前は、債権者を完全な所有
者として取り扱うべきではなく、また、債務者・設定者の権利を消滅させる際には、（
Ｃ
）を課し
たり、他の債権者との公平に留意したりする必要がある。譲渡担保においては、債権者に所有権が移転して
いるという形式ではなく、譲渡担保は（
Ｄ
）であるという実質に即した規律が必要となるのである。
選択肢

A

B

Ｃ

Ｄ

ア

質権

占有改定による

清算義務

債権担保手段

イ

留置権

簡易の

清算義務

権利移転手段

ウ

留置権

占有改定による

善管注意義務

債権担保手段

エ

質権

簡易の

善管注意義務

権利移転手段

【問題 27】 権利能力および法人に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア. 権利能力とは、私法上の権利・義務の主体となることのできる資格であり、自然人は出生により当
然に権利能力を有するほか、人の団体や財産の集合なども法人として権利能力を取得する場合があ
る。
イ. 自然人は出生によって権利能力を持つのであって、胎児は権利能力を有しないのが原則であるが、
相続・遺贈・不法行為を理由とする損害賠償請求権に関しては例外的にすでに生まれたものとして
権利能力を認められることがある。
ウ. 法人という制度の目的は、事業体の財産を個々人の財産と分離して、事業体のみに帰属し、事業体
に対する債権者が排他的に差し押さえうる財産を法律的に作り出すこと、及び、事業体の意思の表
示の方法や名称・所在地などを定めることなどに求められる。
エ. 法人は、民法およびその他の法律の規定によらなければ成立せず、法人となっていない限りは、社
会的実体としての団体が存在していても、それらの団体に関する法律関係は完全に個々人ごとの問
題と考えて処理するのが判例の立場である。

【問題 28】 Ａ社はＢ社に対してホームページの製作を打診した。そこでＢ社の担当者ＣはＡ社を訪ね、Ｂ社の実
績を紹介するとともに、ホームページの内容についてのＡ社の要望を聴取するなどした。この場合に
関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア. その後もＣは３か月間にわたり１週間に１度はＡ社を訪れてＢ社が製作したホームページを紹介
し、デザインあるいは技術についての宣伝をしていた。結局、Ａ社はＢ社と契約をしなかったが、
このようなＡ社の対応は信義則に違反しており、Ａ社はＢ社に対して損害賠償をしなければならな
い。
イ. Ａ社の要望を聞いたＣはさっそくＢ社に帰って製作部門に報告し、一応の試作品を製作して３日後
にＡ社を再び訪れた。試作品を見たＡ社の担当者Ｄは、技術的な欠点を多数指摘して、このような
技術ではホームページの製作を任せるわけにはいかないとＣに言い渡した。ＣはさっそくＢ社に帰
って指摘された事項を製作部門に報告し、１０日後に試作品を改良してＡ社に持ち込んだ。結局、
Ａ社はＢ社と契約をしなかったが、このようなＡ社の対応は信義則に違反しており、Ａ社はＢ社に
対して損害賠償をしなければならない。
ウ. 改良された試作品を見たＤはＢ社にはやる気があると考え、さらにデザイン上の要望を詳細に伝え
た。ＣはさっそくＢ社に帰り製作部門に報告してホームページにＡ社のデザイン上の要望を反映さ
せた。このようにしてＣは、以後、４か月にわたり、１０日に１度のペースでＡ社を訪れ、ホーム
ページはＡ社の要望の大部分を満足させるものとなった。結局、代金の折り合いがつかなかったこ
とからＡ社はＢ社と契約をしなかったが、このようなＡ社の対応は信義則に違反しており、Ａ社は
Ｂ社に対して損害賠償をしなければならない。
エ. 改良された試作品を見たＤはＢ社にはやる気があると考え、さらにデザイン上の要望を詳細に伝え
た。ＣはさっそくＢ社に帰り製作部門に報告してホームページにＡ社のデザイン上の要望を反映さ
せた。このようにしてＣは、以後、４か月にわたり、１０日に１度のペースでＡ社を訪れ、ホーム
ページはＡ社の要望の大部分を満足させるものとなった。そこでＣはＢ社代表取締役の署名捺印を
得て契約書を作成し、Ａ社に持参したところ、Ａ社は代金が高すぎるとして契約書への署名捺印を
拒絶した。このようなＡ社の対応は信義則に違反しており、Ａ社はＢ社に対して契約書に記載され
た代金を支払わなければならない。

【問題 29】 刑法の基本原則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア. 行為時には適法であった行為を、その後に、遡って犯罪と定めることは許されないという遡及刑罰
の禁止の原則は、罪刑法定主義から導かれるものである。
イ. 責任主義から、「行為者に故意・過失がなければ責任を問われない」という原則が導き出される。
ウ. 刑罰の本質について「一般予防」という考え方をとると、犯罪が行われたら、必ず、その責任に応
じた処罰をしなければいけないという考え方に結びつく。
エ. 法人に対する刑罰は日本では財産刑のみだが、アメリカでは法人に対する保護観察も行われてい
る。

【問題 30】 企業不祥事への対応に関する次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、適切なものはど
れか。
個人情報の漏洩などの企業不祥事が発生した場合、各企業がそれを速やかに発見し、是正し、再発を防ぐ
態勢を作ることを奨励するため、政府は「（
Ａ
）に関する民間事業者向けガイドライン」を策定し
た。このガイドラインは、内閣府が平成１７年７月に公表したものだが、（
Ｂ
）が同年８月に公表
した「コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組みについて－構築及び
開示のための指針」と異なり、コンプライアンス全般についての網羅性はないが、企業不祥事を企業内の通
常の業務報告ライン以外から直接吸い上げる企業内窓口の活用について深く掘り下げて書かれている。これ
を参考にして、（
Ｃ
）企業はそれぞれの事業形態に即したコンプライアンスのあり方を主体的に見
極める必要がある。
選択肢

A

B

C

ア

個人情報保護法

経済産業省

すべての

イ

個人情報保護法

総務省

上場

ウ

公益通報者保護法

金融庁

上場

エ

公益通報者保護法

経済産業省

すべての

【問題 31】 次の事例を読み、設問 1～5 に答えよ。
総合プラントメーカーのＡ社は、売上構成が、プラント工事の国内の民間向け３０％、官公需向け２０％、
海外向け３０％に加えて、Ａ社が画期的な新製品の特許を取得し、新規部門として立ち上げた家庭用浄水器
部門の売上が徐々に伸び１５％となっていた。同社は、全事業部門におけるコンプライアンス上の問題を総
点検する方針を打ち出し、コンプライアンス推進室と法務部門が中心になって、コンプライアンス社内調査
を実施した。その結果、次のような事実が判明した。
①：

②：

③：

④：

官公需向けのプラント工事に関しては、当該部門の担当者は否定しているが、落札率（予定価格と
落札価格との比較）、入札価格の決定の経緯などから見て、他の競争業者との間で情報交換や談合
が行われている可能性が強いと判断された。
海外向けのプラントに関しては、営業経過の記録の中に、営業先のＸ国の政府高官にリベートを贈
ったことを窺わせる記載があり、営業担当者から聴取したところ、「ある程度のリベートは覚悟し
ないと、Ｘ国でのプラント営業はできません。また、プラント需要がある国の大半で、そういうリ
ベートの慣行があるので、そもそもリベートなしには海外営業など不可能です。」と答えた。
家庭用浄水器はこれまで不可能であった有害物質を除去する画期的な製品で、売上が伸びていたが、
その開発の中心メンバーの技術者の社員Ｍが、Ａ社の業務の中で画期的な製品開発をしたのに、待
遇がそれに応じたものになっていないことに不満を持ってＡ社を退職し、機械メーカーＢ社に就職
した。
家庭用浄水器の売上を伸ばすため、家庭用浄水器に関連する特許を、かねてから家庭用浄水器の製
造･販売を行っていたＣ社にライセンス供与し、ＯＥＭ供給を受けていたが、Ａ社とＣ社との契約に
は、「Ｃ社は、Ａ社以外の他社との間で家庭用浄水器についてのＯＥＭ供給契約を締結しないこと」
との条項があった。

［設問 1］ ①～④のうち、独占禁止法上の問題が生じるもの組み合わせとして、適切なものはどれか。解答
番号 31 に記入せよ。
ア. ①不当な取引制限
②不公正な取引方法
イ. ①不公正な取引方法
④不当な取引制限
ウ. ①不当な取引制限
③不公正な取引方法
エ. ①不当な取引制限
④不公正な取引方法

［設問 2］ ［Ⅰ］は①の問題に対するＡ社の対応、
［Ⅱ］はその対応をとった場合における問題点である。両
者の組み合わせとして適切なものはどれか。解答番号 32 に記入せよ。
［Ⅰ］

ａ

談合が蔓延している国内プラント事業から全面的に撤退する。

ｂ

担当者に真実を供述するよう職務命令を出し、それに反したら解雇すると告げた上で事情
聴取を行い、事実を確認して公正取引委員会に申告する。

［Ⅱ］

ｃ

同業他社の法務担当者に連絡して情報交換する。

ｄ

発注官庁に談合の疑いがあることを連絡する。

ｐ

課徴金の減免措置を受けられなくなるおそれがある。

ｑ

相手方が談合を指示・示唆している可能性がある。

ｒ

当該事業の従業員の雇用の問題が発生する。

ｓ

業界や発注官庁から反発を買って有形無形の不利益を受ける可能性がある。

ア. ａ

－

ｐ

イ. ａ

－

q

ｂ

－

ｒ

ｂ

－

ｓ

ｃ

－

ｓ

ｃ

－

p

ｄ

－

ｑ

ｄ

－

r

ウ. ａ

－

ｓ

エ. ａ

－

ｒ

ｂ

－

ｒ

ｂ

－

ｓ

ｃ

－

ｑ

ｃ

－

p

ｄ

－

ｐ

ｄ

－

ｑ

設問 3～5 は、当該事例に関する次の文章の Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ にあてはまるものを選べ。
日本の公共調達の大部分に構造的な談合が蔓延していると言われているが、公共工事の発注量は削減
されていることから、談合をせずに入札で価格競争したのでは需給関係が崩れて過当競争になり、赤字
になりかねない。そうであれば、仮に自由競争になった場合に、他社との競争に打ち勝つ独自の競争力
があるのかどうかの判断をしていかなければならず、その結果撤退すべきという経営上の判断もでてく
る。一方、海外でのプラントを受注するためには、その国の慣行として役人にある程度のリベートを贈
らないと受注できない。それは、 Ａ に該当する可能性があるので、そのリスクを完全に回避するため
には事業の撤退しかない。
しかし、一方で、事業から撤退する場合、その部門を支えてきた技術者が不要になる。それを解雇す
るのか、あるいは配置転換するのかということになるが、それは労働法上の問題である。
では、家庭用浄水器という新規分野はどうか。開発した新製品の知的財産権をうまく活用していけば、
売上が倍になる可能性がある。しかし、その画期的な特許を使ってシェアをのばしていくことを知財戦
略として考えようとすると生じてくる問題が Ｂ との関係である。画期的な新製品によって市場で支配
的な地位を得ようとすれば、ライセンスに当たって何らかの条件を付けることが考えられるが、それが
独占禁止法違反とされる余地がある。
この分野について画期的な新製品を開発して会社が特許を取得することに貢献した技術者と会社との
関係に関して、その場合の特許権は開発した労働者個人に帰属するのか会社に帰属するのかという Ｃ
に関する問題が生じる。一般的には労働によって生じた成果は会社に帰属するが、知的創造は労働者個
人によって生じた面もあり、大きな知的貢献をした場合には、労働者に報いる必要はないのかが問題に
なる。

［設問 3］ Ａ にあてはまるものは、次のうちどれか。解答番号 33 に記入せよ。
ア. 刑法の贈賄罪

イ. 独占禁止法違反

ウ. 不正競争防止法違反

エ. 関税法違反

［設問 4］ Ｂ にあてはまるものは、次のうちどれか。解答番号 34 に記入せよ。
ア. パテントプールガイドライン

イ. 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針

ウ. 流通取引ガイドライン

エ. 合併ガイドライン

［設問 5］ Ｃ にあてはまるものは、次のうちどれか。解答番号 35 に記入せよ。
ア. 労働基準法違反

イ. 職務発明

ウ. 労働契約

エ. ベースアップ

【問題 32】 次の事例を読み、設問 1～5 に答えよ。
Ｘ社は業界２位の証券会社であり、１位のＹ社と熾烈な競争を展開している。２００５年度の年度当初に、
①Ｘ社は、収益でＹ社を抜いて業界トップになる目標を掲げ、各支店の収益目標を明確に掲げた。ところが、
上期のＹ社の収益が前年比５割増となっていることがわかり、②Ｘ社では収益目標を変更し、上期の収益の
伸びが高い支店Ａの収益目標を当初の５割増に変更した。これを受けて、③Ａ支店長は下期の営業員の営業
ノルマを当初の２倍とすることとした。
Ａ支店の営業課に属するＢは、上期の段階で自分に課された営業ノルマの８割を達成していたが、下期に
上期の５割増の営業成績を上げなくてはならなくなったため、新規の顧客開拓と、既存の顧客の保有する商
品を他の商品と入れ替えるかしか方法はなくなってしまった。
そこで、④Ｂは、まず、新規顧客開拓のための、いわゆる「飛び込み営業」を行い、新たに設定された外
国株投資信託Ｐの購入を勧め、７０歳以上の高齢者１０名を含む２０名に購入させた。また、３ヶ月前に長
期保有目的で購入を勧め、多くの顧客に購入してもらっていた国内株式投資信託Ｑに利益が出ていることを
思い出し、⑤Ｑ商品保有の全顧客に連絡をとり、「近く金利引き上げが行われて国内株式は値下がりするお
それがある。外国株投信の方が安全だ。」などと言ってＱ商品を売却しＰ商品を購入するよう勧誘したとこ
ろ、多数の顧客がこれに応じた。
その後、Ｑ商品の価格はさらに上昇し、逆にＰ商品の価格は下落した。顧客からは、苦情の申し立てが相
次いでいる。また、７０歳以上の新規顧客のうち３名から、⑥「外国株投信の投資商品としての性格やリス
クについて十分に説明されないまま購入を勧められた」との苦情が寄せられている。
下線部⑤の行為について、Ｂに聴取したところ、「金利引き上げが近いというのは、実際に、日銀の動向
に詳しいアナリストから聞いたことであり、十分な根拠があった。自分の相場見通しに反する事実を告げた
わけではない」と説明した。

［設問 1］ 次の文章の Ⅰ と Ⅱ に、事例の下線部①～⑤をあてはめる組み合わせとして、適切なものはど
れか。解答番号 36 に記入せよ。
証券会社として収益目標を掲げて営業を行うこと自体は決して間違ってはいない。しかし、他社との
収益額の比較にこだわり、自社の営業の実情に適合しない無理な収益目標を掲げた場合、その無理が営
業の現場でのコンプライアンス違反を招くことになる。かかる観点からは、 Ⅰ 自体に問題があったと
言うべきである。
しかし、無理な営業目標を掲げたからと言って、営業現場でのコンプライアンス違反にただちに結び
つくとは限らない。営業の現場で収益目標を達成しようとするときに、営業の適正さが確保されるよう
にするためのコンプライアンスが十分に機能していれば、不適正な営業を行ってまで収益目標を実現し
ようとする行為は行われないはずである。 Ⅱ は、営業現場におけるコンプライアンスが機能していな
いために行われたと見るべきである。

ア. Ⅰ－①、

Ⅱ－④

イ. Ⅰ－②、

Ⅱ－④

ウ. Ⅰ－②、

Ⅱ－⑤

エ. Ⅰ－③、

Ⅱ－⑤

［設問 2］ 事例に対する次の文章の Ⅲ 、 Ⅳ 、 Ⅴ に a～c をあてはめる組み合わせとして、最も適切なも
のはどれか。解答番号 37 に記入せよ。
証券会社の社会的要請として、
「顧客の資金事情や投資目的に適した証券投資を勧誘すること」と「証
券投資の魅力を投資家に認識させることで証券投資を活発にし、国家経済の発展に貢献すること」の二
つが考えられる。この二つの要請にバランス良く応えていくことが証券会社のコンプライアンスの基本
方針とされるべきである。Ｂの行為については、 Ⅲ が前者の観点から問題となるが、後者の観点から
は、 Ⅳ 自体が不当とは必ずしも言えない。Ｂがどの程度の情報に基づいて、どの程度信頼できる情報
として「金利の引き上げ」
「国内株式の値下がり」の見通しを説明したかなどによって、Ｂの行為の相当
性が評価されることになる。 Ｖ も、Ｂの行為の相当性を評価する一要素と言うべきであろう。
ａ：

Ｑ商品を買わせていた全顧客に売却を勧め、Ｑ商品を売却させると同時にＰ商品を買うように勧
めたこと

ｂ：

ノルマ達成が顧客に取引を勧める動機になっていたこと

ｃ：

証券の営業担当者のＢが自分の個人的な見通しに基づいて顧客に取引を勧めたこと

ア. Ⅲ－ａ、

Ⅳ－ｂ、

Ⅴ－ｃ

イ. Ⅲ－ａ、

Ⅳ－ｃ、

Ⅴ－ｂ

ウ. Ⅲ－ｂ、

Ⅳ－ａ、

Ⅴ－ｃ

エ. Ⅲ－ｂ、

Ⅳ－ｃ、

Ⅴ－ａ

［設問 3］ 事例下線部⑥の苦情を受けている問題に関して、顧客Ｃへの営業活動について、次のような事実
が判明した。Ｂの営業に関する次の記述のうち、社会的要請を「顧客の資金事情や投資目的に適
した証券投資を勧誘すること」としてとらえた場合のコンプライアンスの観点から、最も適切な
ものはどれか。解答番号 38 に記入せよ。
顧客Ｃは、７８歳・無職で一人暮らしであり、軽度の痴呆症を発症していた。ＢがＣ宅を営業に訪れた
際、Ｃが一人で対応した。Ｂが、Ｃに職業を確認したところ、
「大学教授で、授業もやっている」と答え
た。Ｂは営業マニュアルに書かれていた項目に忠実に従い取引を締結した。
営業マニュアルに記載されている項目は以下の通りである。
・７５歳以上顧客に対する上席者同伴による商品説明
・リスクに関する確認書の徴収
・支店長による取引の認可
ア. Ｂは、営業マニュアルに書かれている説明事項をすべて説明しているのであるから、Ｂの行為には
コンプライアンス上の問題はない。
イ. Ｂは、高齢者のＣに投資商品を勧めるのであれば、マニュアルに書かれていることだけではなく、
Ｃの親族も同席のもと、商品を説明し親族も同意した上で取引を締結すべきであった。
ウ. Ｂは、営業マニュアルに書かれている通り、上席者にＣへ面談させ、直接商品内容の説明も行わせ
ており、一回の訪問で取引を締結しＣが痴呆症を発症していたことに気が付かなくても、コンプラ
イアンス上の問題はない。
エ. Ｂは、営業マニュアルに書かれている通り、リスクに関する確認書を顧客から徴収しているため、
自己責任の原則から顧客と紛争や裁判になっても免責される。

［設問 4］ Ｘ社は、設例の問題が発生したのを機にコンプライアンスについての見直しを行ったが、収益目
標に基づいて各営業店にノルマを課し、各営業担当者にもノルマを課すという方法自体は維持す
ることとした。この場合におけるコンプライアンスに関する一つの見解を示す次の文章の Ⅵ 、
Ⅶ 、 Ⅷ 、 Ⅸ にａ～ｄをあてはめる組み合わせとして、最も適切なものはどれか。解答番号
39 に記入せよ。
ノルマによる営業を維持するのであれば、それが、常に適切なレベルに維持されるように努めなければ
ならない。そのためには、まず、 Ⅵ が必要であり、また、 Ⅶ によって、過大なノルマを課すことに
よる問題が発生してないかどうかを発見できるようにすることも必要である。一方で、ノルマによって
現場での不当な営業活動が行われないようにする方策もとらなければならない。その観点からは、 Ⅷ が
有効な方法のようにも思えるが、そのような方法は建前だけに終わってしまう場合が多く、逆に徹底し
ようとすると営業担当者の萎縮を招きかねない。むしろ、 Ⅸ の方が適切な手段だと考えられる。
ａ：

目標と各営業店のノルマが実情に適合しているかどうか毎月再検討し、無理なノルマを課さない
ようにすること

ｂ：

無理なノルマが課されている場合などに営業担当者が通報を行う窓口を設置すること

ｃ：

営業担当者がマニュアルに反する営業を行わないよう指示し、それに反した場合には減給にする
ことを社内に周知徹底すること

ｄ：

営業の状況について営業担当者と管理者との意思疎通を緊密なものにし、適正な営業が行われて
いるかどうかについてノルマを課す管理者に責任を負わせること

ア. Ⅵ－ａ、

Ⅶ－ｂ、

Ⅷ－ｃ、 Ⅸ－ｄ

イ. Ⅵ－ａ、

Ⅶ－ｃ、

Ⅷ－ｂ、 Ⅸ－ｄ

ウ. Ⅵ－ｃ、

Ⅶ－ｂ、

Ⅷ－ｄ、 Ⅸ－ａ

エ. Ⅵ－ｃ、

Ⅶ－ｂ、

Ⅷ－ａ、 Ⅸ－ｄ

［設問 5］ 証券外務員が下線部⑥のような行為をした場合に行われる可能性のある処分は、次のうちどれか。
解答番号 40 に記入せよ。
ア. 課徴金
イ. 刑事罰
ウ. 行政処分
エ. 過料

【問題 33】 本問は論述問題である。
下記のような事態に対して、Ａ社の取るべき対応について１，０００字以内で述べよ。
Ａ社は、一般医薬品（いわゆる「市販薬」「大衆薬」
）を開発・製造・販売している大手薬品メーカー
であり、なかでも総合感冒薬 P（以下、Ｐ製品）は、Ａ社がトップシェアを持つ主力製品である。薬品
の製造は、Ｂ工場及びＣ工場で行われており、新薬の開発はＣ工場内にあるＤ研究所で行われている。
また、Ｙ店は、大手安売り量販店チェーンを経営するＸ社の店舗の一つである。
Ａ社のＰ製品について、
「本日の朝から夕方にかけて、都内で 5 件の原因不明の死亡事件が発生してい
る。捜査当局は、５人の死者がいずれもＡ社のＰ製品を服用した形跡があることから、Ｐ製品の服用が
原因となった可能性があるとみている模様」との報道がなされた。
２日後、捜査当局は、それまでの捜査によって以下の２点が明らかになったことを公表した。
（１）

５人の死因は、いずれもシアン化カリウム（一般に青酸カリ）による急性薬物中毒であり、一
部の被害者の傍らに残っていたＰ製品からもシアン化カリウムが検出された。

（２）

５人は、いずれもＰ製品をＹ店から購入しており、Ｙ店に売れ残っていたＰ製品のうち２個か
らシアン化カリウムが検出された。

一方、事件発生をうけてＡ社が行った社内調査の結果、以下の事実が判明した。
（ア）

シアン化カリウムが検出されたＰ製品は、Ｂ工場及びＣ工場から出荷されたものであった。

（イ）

Ｄ研究所内には、新薬研究のためシアン化カリウムを含む化学薬品が使われている。

（ウ）

Ｄ研究所内のシアン化カリウム等の化学薬品は厳重に管理されており、今回も持ち出された形
跡は全くない。

２週間後、捜査当局は、シアン化カリウムの混入は、Ａ社でのＰ製品の製造工程ではなく、何者かが、
店頭に並んだＰ製品を購入し、異物を混入させた後に、一般人には気づかれないような巧妙な細工を施
して店頭に戻した可能性が極めて高いことを公表した。

試験問題内容に関して、他人にこれを伝え、漏洩することを禁じます。
©CERTIFY Inc.2010
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ビジネスコンプライアンス検定
上級 サンプル問題
正答・解説
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ア
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ウ

【問題 1】 正答

ウ

ア：

正しい。コンプライアンスを「法令遵守」ととらえる考え方では、コンプライアンス問題は司法的
解決を前提とするが、「社会的要請への適応」ととらえる考え方では、必ずしも、そうとは限らな
い。

イ：

正しい。コンプライアンスを「法令遵守」ととらえる考え方では、コンプライアンスと経営とは別
個の問題であるが、「社会的要請への適応」ととらえる考え方では、コンプライアンスと経営とは
密接に関連する。

ウ：

誤り。コンプライアンスを「社会的要請への適応」ととらえる考え方においても法令教育は重要で
あり、特に趣旨・目的の理解が重視される。法令教育よりも倫理教育が重視されるというわけでは
ない。

エ：

正しい。コンプライアンスを「法令遵守」ととらえる考え方では「コンプライアンス＝定められた
法令・マニュアルに従うこと」であり、誓約書を書かせればコンプライアンスを達成したように考
えるが、「社会的要請への適応」ととらえる考え方では、誓約書を書かせて、法令や規則に従わせ
るという方法自体が疑問視される。

以上のことから、誤っているものはウである。
【問題 2】 正答

エ

「社会的要請への適応」ととらえる考え方では、法令をそのまま遵守するのではなく、法令の背後にある社
会的要請を認識することが必要と考えるので、法令と社会的要請に応じることの間にズレがある場合、その
ズレを是正してコンプライアンスを実現するための環境を整備することもコンプライアンスの領域に含めて
考えることになる。

【問題 3】 正答

エ

ア：

正しい。コンプライアンスを「社会的要請への適応」ととらえると、コンプライアンスの中の法令
上の義務を超えた部分がＣＳＲと重なり合うことになる。

イ：

正しい。「法令遵守」としてのコンプライアンスは、ＣＳＲに含まれる。

ウ：

正しい。ＣＳＲは、企業の事業活動を遂行する中で社会的責任を果たすものであり、事業活動とは
別のところで社会に貢献する企業社会貢献（メセナ）とは異なる。

エ：

誤り。メセナは、行わないことで批判されることはないが、ＣＳＲは企業が社会に対して負う責任
であるから、怠れば社会的批判を受けることもある。

以上のことから、誤っているものはエである。
【問題 4】 正答

イ

緊急事態が発生した際に、まず第一に必要なことは、経営の総責任者に報告し、その責任と判断の下で、緊
急対応を行うことであるので、①が最初に行うべきことである。社長に報告する前に遺族に謝罪を行っても、
企業として真摯な謝罪を行ったとは言えない。
次に、緊急記者会見と、関係者からの事情聴取など事故防止対策の基本的事項の調査のどちらを先に行うべ
きかであるが、緊急記者会見を行えば、その場で、事故防止に対してどのような対策をとっていたかを質問
をされることは確実である。その点について何の調査も行わず緊急記者会見を行うのは、かえって不信感を
持たれるだけである。また、会見となればテレビカメラが入ることになる場合が多く、
「記者の質問に答えら
れない会社側担当者」の映像が流されることで企業のイメージ低下は避けられない。このような状況に備え
て、記者会見に臨む際には、基本的な事実関係の把握と、その問題に対する企業としてのコンプライアンス
の取組みについて把握しておくことは不可欠である。したがって、緊急記者会見の前に、基本的事項の調査
を行うのが適切である。

遺族への謝罪も、緊急に対応すべき事柄であるが、子供の死亡という重大な事態が生じている以上、総責任
者である社長自らが謝罪に赴くことが必要であり、その際に、事故発生に関する基本的事項について把握し
ていないというのであれば、遺族に対する適切な謝罪もできない。よって、基本的事項の調査を先に行うべ
きである。
記者会見と遺族への謝罪のどちらを先行すべきかであるかは、困難な問題であり、状況に応じて考えるべき
である。明白に謝罪すべきであるのに謝罪しないで会見を行ったことが、遺族感情を悪化させる場合もある
が、逆に、謝罪を先行させようとして会見が遅れると、マスコミから非難される可能性もある（本問では、
ア～エの中で最も適切なものが問われているので、この点について判断するまでもなく正解イが導ける。
）
。

【問題 5】 正答

ウ

ア：

正しい。労働者の衛生や安全の確保を強化するには一定のコストがかかるため、競争原理を徹底し
ていくことによって、事業者が大幅なコストダウンを行うために労働者の賃金が低下したり、解雇
されるなど労働条件が悪化する要因となる場合がある。

イ：

正しい。独占禁止法２１条は、この点について「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案
法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」旨規定し、知
的財産権の行使が独禁法の規定に優先することを明らかにしている。

ウ：

誤り。金融商品取引法では、「投資者の共同」は禁止されていない。何人かの仲間（１０～２０名
程度）がクラブを作り、少額のお金を出し合って、そのクラブの名義で資金運用をする活動のこと
を「投資クラブ」といい、その組織形態は民法（第６６７条～第６８８条）の規定に基づく「組合」
として認められている。

エ：

正しい。この問題は、職務上の発明によって生じた知的財産権の帰属と、その利益の分配について
の企業と従業員との間の雇用契約の解釈の問題であると同時に、知的財産権の帰属主体という知的
財産法の解釈の問題でもある。このような場面で、知的財産法と労働法との交錯が生ずることとな
る。

以上のことから、誤っているものはウである。
【問題 6】 正答

ア

ア：

不適切。２００４年２月に改訂された監査役監査基準では、取締役が内部統制の構築責任を負い、
監査役はその状況を監視・検証することが求められるようになった。

イ：

適切。大和銀行株主代表訴訟事件判決は、わが国において、はじめて取締役の内部統制システム構
築義務が認められた事件である。同社には巨額の損害賠償が認められ、その後のわが国の内部統制
に関する議論に大きな影響を与えることとなった。

ウ：

適切。２００２年の商法改正においては、本改正により誕生した委員会等設置会社において、取締
役会が内部統制システムを整備する基本方針を定めることが義務付けられた。

エ：

適切。わが国においては、トレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）によるフレームワークが、
内部統制システムのデファクトスタンダードとなっている。

以上のことから、不適切なものはアである。
【問題 7】 正答

ウ

COSO による「内部統制の統合的枠組み」の三つの「内部統制の目的」とは、
「業務の有効性と効率性」
、
「財
務報告の信頼性」、「関連法規の遵守」である。また、これら三つの目的を達成するために組織に必要な五つ
の構成要素は、
「統制環境」、
「リスク評価」
、
「統制活動」
、
「情報と伝達」
、
「監視活動」である。
以上のことから、適切なものはウである。

【問題 8】 正答

ウ

Ａ：

会社の法人格は会社法３条により付与されていることによって初めて認められるものである。すな
わち、会社の法人格は、法によって擬制されたものであり、その範囲内でのみ権利能力を認められ
る。よって「創設的」が正しい。

Ｂ：

個人の法主体性は出生の事実によって当然に認められるとされている。

Ｃ：

会社の代表者と会社の法人格は、代表者が全株式又はこれと同視できる支配権を有している個人会
社においてもあくまでも別個である。会社の代表者は、会社の債務を保証したり、会社の債務のた
めに自己の資産を担保供与しない限りは、会社の債権者に対して責任を負わないのが原則である。

以上のことから、適切なものはウである。
【問題 9】 正答

エ

１：

誤り。年末の盆栽販売は総会屋に対する利益供与のよく知られた方法の一つである。取締役や従業
員が応じた場合刑事上３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金の対象となる行為であり、子会社
を通じて行った場合も同様である（会社法９７０条）。
設例では時価総額５万円程度の物品を８倍の価格で購入する行為であり、正常取引ないし社会儀礼
の範囲内と言えず株主に対する利益供与に該当する。監査役会設置会社にあっては、担当監査役に
対して（大会社及び委員会設置会社の場合には、内部統制システムを通じて担当の監査委員会所属
の取締役に対して）報告する必要がある。
総会屋に対する利益供与に応じた場合、担当役員のみならず、担当従業員も懲役刑を含む刑事罰の
対象となりうるので注意を要する。

２：

誤り。株主平等原則違反の問題が生じることは正しいが、上記１のとおり利益供与罪が成立しうる
ため、刑事責任の問題となりうる。

３：

誤り。株主総会紛糾防止の目的があったとしても、株主総会を紛糾させ又は他の総会屋と裏取引を
行うなどして株主総会を一見平静なものとすることはまさに総会屋の所為であり、会社法は厳しく
罰している。すなわち、株主総会における発言又は議決権の行使に関し、株主に対して不正の請託
をして利益供与を行った場合、さらに重く５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に処せられる
（会社法９６８条２項）。

４：

誤り。利益供与の要求の類型には、盆栽販売以外にも、「業界紙」と称した特殊な新聞等出版物の
高額な買取・購読要求もしばしば見られるところである。

以上のことから、１から４はいずれも誤りとなる。
【問題 10】 正答

イ

ア：

不適切。Ａに「会計監査人」を埋めると、「監査役会が設置されていない会社については、会計監
査人の設置が必要的とされる」こととなり、誤り。会計監査人は、大会社の場合は必要的であり、
他方、大会社以外の会社の会計監査人の設置は取締役会設置会社の場合は監査役・監査役会がある
ことないし委員会設置会社については可能であるが、取締役会を置かない会社では監査役をおかな
ければ設置できない。

イ：

適切。なお、公開会社かつ大会社の場合は監査役会の設置は必要的である。

ウ：

不適切。Ａに「監査役会及び会計監査人」を埋めると、「取締役会が設置されていない会社につい
ては監査役会及び会計監査人の設置が必要的とされる」こととなり、取締役会が設置されていない
会社について監査役会を置くことができないとする定め（会社法３２７条１項２号）に反する。

エ：

不適切。監査委員会を置く会社は委員会設置会社であるから、監査役を置くことができない（会社
法３２７条４項）。監査役会は監査役全員で構成されるから、委員会設置会社においては、監査役
会も当然に置くことができない。

以上のことから、適切なものはイである。
【問題 11】 正答
１：

エ

誤り。会社設立時にも打ち切り発行が認められたため、引受のない株式について発起人に引き受け
ることを求める引受担保責任は制度として維持されなかった。

２：

正しい。資本金の額は原則として「設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対
して払込み又は給付した財産の額」（会社法４４５条１項）であり、また、資本金の額を減少する
際にもその額に制限が設けられているから（会社法４４７条）、最低資本金制度の廃止は計算上資
本金を設けなくてよいとする趣旨ではない。

３：

正しい。準備金を減少するためには、取締役会を設置しない会社においては，株主総会の普通決議
を経る必要がある。（会社法４４８条）逆に、取締役会設置会社で、会計監査人等を設置し取締役
の任期を１年とするなどの要件を満たした会社については、取締役会決議で準備金を減少できる場
合がある。

４：

正しい。資本金額を減少するためには、株主総会の特別決議を経る必要があるのが原則である。（会
社法４４７条１項及び３０９条２項９号）

５：

正しい。資本金額を減少する場合、定時総会で資本金を減少し、かつ、減少後なお分配可能な剰余
金が生じないときは、株主総会の普通決議を行えば足りる。

以上のことから、２から５が正しい。
【問題 12】 正答

ウ

ア：

正しい。独占禁止法１条の目的規定にあるように、独占禁止法は「公正且つ自由な競争を促進」す
ることを目的としている。しかし、「重視されるのは効率性か平等性か」「誰の利益が保護される
べきか」等、独占禁止法の基本的考え方の対立が存在し、独占禁止法を支える価値観は必ずしもク
リアではない。

イ：

正しい。上記アのような状況下、企業は自ら実現されるべき競争像を把握する努力をし、自らの行
動指針を立てることが求められることとなる。

ウ：

誤り。前半は正しい。しかし、後半が誤りである。法規定が抽象的で曖昧だからといって、企業は
自らの行動を萎縮させる必要はない。独占禁止法の趣旨、目的を理解し、それに従った行動をすれ
ばよいのである。「法の規定に少しでも触れる行為は絶対に行なわない」という姿勢は、悪しき事
なかれ主義を企業に蔓延させ、コンプライアンス活動のマニュアル化を助長し、結果、企業活動を
機能不全に陥らせる源泉となる。

エ：

正しい。独占禁止法の禁止規定は抽象的でそれ自体のみでは行動指針にはならない。これを補完す
るものの一つが公正取引委員会の策定、公表する諸ガイドラインであるが、これとて全てをカバー
するものではない。また、それ自体問題がないとも限らない。企業はこのような状況を踏まえ、法
の趣旨、社会の要請に応じて（環境整備を含む）コンプライアンス活動を行うことが求められてい
る。

以上のことから、誤っているものはウである。
【問題 13】 正答

イ

知識がなくとも、文脈と組み合わせの整合性で何とか正解を導ける問題ではある。とはいえ、問題文の文章
は独占禁止法制裁・措置制度に関するものとしては基礎知識の部類に属するものである。なお、Ｄの両罰規
定の法的説明にかかわる判例として、最判昭４０年３月２６日刑集１９巻２号８３頁がある。
＜完成文＞
独占禁止法における禁止規定の名宛人は（Ａ：事業者）であり、独占禁止法違反行為の多くは企業組織を背
景とするものであるが、（Ａ：事業者）の処罰は、両罰規定に基づいて行われる。法定刑は（Ｂ：５億円以
下の罰金）である。同規定は、（Ｃ：自然人たる行為者）についての犯罪の成立を前提として、当該（Ａ：
事業者）の（Ｄ：代表者の選任、監督上の過失責任）を根拠として（Ａ：事業者）を処罰するものとされて
いるのである。この点が、（Ａ：事業者）を主体として違反行為が認定され、（Ａ：事業者）を名宛人とし
て行われる行政処分との大きな相違である。
以上のことから、適切なものはイである。
【問題 14】 正答
ア：

ア

私的独占は独占それ自体を禁止するものではなく、能率競争に負けた競争者が市場から排除される
ことそれ自体は私的独占規制の射程外であり、このことについて異論はない。なお、独占的状態の

規制（旧８条の４）は平成１７年改正によって廃止された。よって明らかに誤りである。
イ：

例えば、不公正な取引方法の一類型である排他条件付取引（一般指定１１項）は、競争の実質的制
限という効果要件を満たせば、排除型の私的独占となり得る。

ウ：

「支配」の概念は曖昧で、その射程が不明確であるという批判がなされている。

エ：

これは支配型私的独占行為の典型例（野田醤油事件（東高判昭和３２年１２月２５日高民集１０巻
１２号７４３頁））である。問題文で提示された単純な事実だけで違反が成立するとは言い難いが、
明らかに誤りとまでは言えない。

以上のことから、明らかに誤っているものはアである。

【問題 15】 正答

ウ

ア：

誤り。協和エクシオ審決取消請求事件（東高判平成８年３月２９日審決集４２巻４２４頁）では、
このような基本合意に相互拘束性を認めている。

イ：

誤り。この問題についてのリーディングケースである、東芝ケミカル事件東京高裁判決（差戻審）
（東高判平成７年９月２５日判例タ９０６号１３６頁）では、独占禁止法２条６項にいう「「共同し
て」に該当するというためには、複数事業者が対価を引き上げるに当たって、相互の間に「意思の
連絡」があったと認められることが必要であると解される。しかし、ここにいう「意思の連絡」と
は、複数事業者間で相互に内容又は同種の対価引上げを他方が単に認識ないし予測し、これと歩調
を合わせる意思があることを意味し、一方の対価引上げを他方が単に認識、認容するのみでは足り
ないが、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、相互に他の事
業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容することで足りると解するのが相当である」
と述べている。これは、黙示による意思の連絡、ないし暗黙の協調タイプの合意と呼ばれている。

ウ：

正しい。拘束性が認められるためには、制裁の取り決めは必要ない。判例（最判昭和５９年２月２
４日刑集３８巻４号１２８７頁）。

エ：

誤り。行為要件としての「相互拘束」、効果要件としての「競争の実質的制限」等の要件をさらに
満たさなければならない。直感的に考えて、あらゆる共同行為が競争制限に向けられているという
前提には無理があろう。当然、公正取引委員会もそのような立場はとっていない。

以上のことから、正しいものはウである。

【問題 16】 正答

エ

インサイダー取引の規定の詳細についての知識がなくても、事例の中から、甲、乙、丙、丁が、いかなる立
場にあり、彼らのＡ社株の売買がいかなる情報に基づくものであるかという点に着目し、インサイダー取引
規制の趣旨に照らして考えれば、正解が導ける問題である。
甲、乙は、いずれもＡ社との「契約締結者」（１６６条１項４号）のＸ大学の「役員等」で、丙、丁は、Ａ
社の社員であり、Ａ社の「役員等」に該当するので、いずれもインサイダー取引の主体となる。問題は、い
かなる事実を「知って」Ａ社株の売買を行ったかである。乙は、Ａ社が新薬の開発の事実を公表することを
Ａ社の内部者である主任研究員から聞いてＡ社株を買い付けたものであり、この事実が、１６６条２項１号
の重要事実に該当することは明らかである。これに対して、甲と丙は、Ａ社が正式に記者会見で新薬の開発
について公表することを知って売買を行ったのではなく、Ａ社と共同開発している新薬について学会で発表
するという事実を知ってＡ社株の売買を行ったものであり、乙の事例とは異なる。しかし、共同研究に関し
てＡ社と契約を締結している関係にあるＢ研究室は、Ａ社株に関しては、内部者に極めて近い立場にあるの
で、Ａ社の公表ではなくても、共同研究にかかる新薬について公にすることを知ってＡ社株の売買を行うこ
とがインサイダー取引に該当すると考えるのが当然であり、金融商品取引法上は、「バスケット条項」（１
６６条２項４号）に該当すると判断されることになろう。
これに対して、丁が行ったＡ社株の売り付けは、Ａ社の新薬の開発自体に関する事実ではなく、他社の新薬
開発に関する情報を知って行われたものであり、Ａ社の内部情報というより、Ａ社の新薬開発がＡ社の収益
に与えるメリットに関する一般的な情報に基づくものである。このような情報による売買は、その情報の信
憑性も必ずしも明らかではなく、最終的には丁の自己責任による売買と言えるのであるから、インサイダー
取引には該当しないと解される。

【問題 17】 正答

ウ

選択肢アは、社員の自社株取引を会社が監視する方法、選択肢イは、ディスクロージャーを徹底することで、
インサイダー取引が行われる機会を少なくする方法、選択肢ウは、インサイダー取引の利益を取り上げるこ
とでインセンティブを失わせる方法、選択肢エは、社員教育でインサイダー取引が禁止されていることにつ
いて周知徹底を図る方法で、一見すると、すべて有効なインサイダー取引対策のように思える。しかし、選
択肢ウのインサイダー取引が発覚した場合に、その利益を会社が取り上げるという方法は、インサイダー取
引による損失は、取引の公正を害されたことによって証券市場に対して生じ、具体的には、そのようなイン
サイダー情報を知らされることなくＡ社株の売買を行った投資者が被害となるのであるから、それによる利
益をＡ社自身が得ることには問題がある。この点、上場会社の役員が自社株の短期売買で利益を上げた場合
に、その利益を会社に提供することとされているが、これは、インサイダー取引による売買に限らず、自社
株による投機的な売買自体のインセンティブを失わせようとするものであり、インサイダー取引が発覚した
場合の利益の取扱いとは異なる。
なお、選択肢ウは、インサイダー取引が発覚したら会社が証券取引等監視委員会への通報も行うというもの
であり、その結果、金融商品取引法違反で課徴金が課されれば、利益は剥奪されるのであり、告発されて処
罰された場合には、その利益は没収の対象になるのであるから、インサイダー取引による利益が違反した社
員の下にとどまることはない。
以上のことから、適切でないものはウである。
【問題 18】 正答

イ

ア：

正しい。上場会社の発行する株式を発行済株式総数の５%を超えて保有された場合は、株式を保有
する側にその事実を開示する義務が課されており、違反に対しては罰則を設けている。

イ：

誤り。発行会社以外の者による公開買付けは、市場外での大量の株式が買い付けられる場合に、そ
の買付けに応じることについて、すべての株主に均等の機会を保障しようとする趣旨もあるが、む
しろ、主たる目的は、上場会社の買収の動きを発行会社側が早期に把握して、対応策を講ずること
ができるようにすることである。

ウ：

正しい。発行市場における開示や流通市場における開示に関する規制に違反して刑事罰が科される
行為を大きく二つに分けると、①重要事項に虚偽記載のある開示書類を提出することと、②提出す
べき開示書類を提出しないことや開示書類提出後でなければできない行為を提出前に行うことであ
る。

エ：

正しい。発行者による公開買付けは自己株式の買付けであり、株式を発行する会社が株主から自社
株を買付けることで実質的には出資の払い戻しと同様の効果が生じる。そこで、すべての株主に、
その買入れ条件を開示することで、公平な取扱いを行うことを発行者に義務付けている。

以上のことから、誤っているものはイである。
【問題 19】 正答

エ

１：

不適切。特許出願ａ３において、２００５年５月１日の業界誌Ｘへの発明ｐの発表について新規性
喪失例外適用の申請をしていないと、業界誌Ｘに発表された発明ｐに基づいて発明ｒの進歩性が否
定される。

２：

不適切。特許出願ａ３において、特許出願ａ１と特許出願ａ２を先の出願とする国内優先権主張が
なされていても、特許出願ａ３中の発明ｒについて出願時の遡及効はないから、発明ｒに関して特
許出願ａ３は特許出願ｂの後願となり、拒絶される。

３：

不適切。新規性喪失例外適用の申請の効果は、出願日を遡及させるものではないから（３０条１項）、
発明ｒに関して特許出願ａ３は、特許出願ｂの後願となり、拒絶される。

４：

不適切。特許出願ａ３における新規性喪失例外適用の申請と関わりなく、特許出願ｂ中の発明ｒは、
２００５年５月１日に業界誌Ｘへ公表された発明ｐに基づいて進歩性が否定される。

以上のことから、不適切なものは１から４のすべてである。
【問題 20】 正答
１：

イ

適切。従業者が職務発明をした場合、特許を受ける権利は、最初から使用者たる法人に帰属するこ

とはなく、常に従業者に発生する。
２：

不適切。職務発明以外の発明について、使用者が予約承継を受ける旨の就業規則は無効である（３
５条２項）。

３：

不適切。使用者と従業者の十分な協議の上で合理的手続きにより定められた対価が職務発明規定に
定められている場合には、後に対価について争いになったときでも、その職務発明規定に定められ
た対価が尊重されるが、職務発明規定に定められている対価が使用者と従業者の合理的手続きによ
らなかった場合には、裁判所が対価を定めることとなる。

４：

適切。使用者は、従業者のなした発明が、その性質上使用者の業務範囲に属し、かつ発明をするに
至った行為が、その使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する場合に、その発明が特許
になったときには、その特許権について無償の通常実施権を有する（３５条１項）。

以上のことから、適切なものは１と４である。

【問題 21】 正答

ア

ア：

不適切。冒認出願は無効理由であるが（１２３条１項６号）、実際上、冒認出願であることの証明
は難しい。したがって、Ａ社が特許権Ｐは明かに冒認出願によるものと思っても、それだけで製品
ｑの製造販売を続けることは無謀である。

イ：

適切。先使用権は、発明ｐの実施事業の準備についても認められる（７９条）。

ウ：

適切。Ａ社は、特許Ｐは明らかに冒認出願であるとの理由で、Ｂ社に特許権Ｐの一部譲渡を申し入
れることができる。

エ：

適切。特許Ｐの新規性を確実に否定できる先行技術を発見したのであれば、Ａ社は無効審判を請求
することで、製品ｑの製造販売を続けることができる。

以上のことから、不適切なものはアである。
【問題 22】 正答

エ

ア：

適切。社員の健康管理という面から必要な措置である。

イ：

適切。労働者は、その有する年休権を、時季を指定して請求することにより行使することができる
のであり（労基法３９条４項）、有給休暇をいつ取得するかは労働者が自由に決められることであ
る。しかし、３月の繁忙期の疲労回復のために４月の有給休暇取得を奨励することは、労働者の権
利を害するものではなく、特に問題はない。

ウ：

適切。３月の超繁忙状態解消のために考え得る措置であり、特に問題はない。

エ：

不適切。社員の超過勤務の不均衡を是正するのであれば、過剰な超過勤務を少しでも減らすことを
考えるべきであり、逆に、超過勤務の少ない社員の勤務時間を増やそうとすることは不適切である。

以上のことから、不適切なものはエである。
【問題 23】 正答

エ

本来、契約自由の原則からすれば契約をいつ終了してもよいのであるが、解雇はとくに労働者にとって生活
の基盤をおびやかすものであり、不当な解雇は権利濫用とされる。本来権利濫用であれば労働者は損害賠償
を請求できるにとどまるが、最高裁は解雇を無効とすることで労働者の保護をはかっている。法理のもとで
合理的と認められる（解雇が有効と扱われる）解雇事由には（1）労働者の傷病・能力・適格性の欠如のため
労務提供が適切になされない場合、
（2）労働者に業務命令違反や不法行為などの非違行為があった場合、
（3）
経営不振による人員削減など経営上の必要性が存する場合である。いずれの場合も、客観的に合理的な理由
が認められることが不可欠である。解答としてはこれらにあてはまるものを選べばよい。
ア： 被解雇者の選定が、客観的で合理的な基準によるものとはいえず、正当な解雇ではない。
イ：

争議行為に対し交渉を行わずに解雇することは、差別的理由による解雇にあたり、正当な解雇では
ない。

ウ：

職務適格性の欠如が伺えるケースであるが、スケジュールが過密であり労働者に休養が与えられて

いたとは考えにくいこと、謝罪していることにより、解雇に踏み切るのは早急であり、合理的な理
由によるものとはいえない。
エ：

職場に対し誹謗中傷を行うことは名誉毀損による不法行為にあたる。したがって、この場合は有効
な解雇になり得る。

【問題 24】 正答

ウ

ア：

誤り。名誉毀損が成立する上では、そこで述べられた内容が真実であるか否かは第一義的には問題
にならない。真実であるか否かが問題となるのは、「公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益
を図る目的に出た場合」の例外であるが、Ｃは恋愛のもつれに起因する怨恨からメールを送信した
のであり、この例外は当たらない。また、伝聞の形を取っている場合であっても、その伝聞内容（本
文であれば「Ｂ社製Ｓ型自動車には走行中に車輪がはずれる可能性が高いという重大な欠陥があ
る」）が真実か否かが問われることにも注意が必要である。

イ：

誤り。Ｄは、使用者ではないが、いわゆる「代理監督者」（民法７１５条２項）として使用者と同
様の責任を負う可能性が高く、単にＣの具体的な行為について知らなかったことのみでは責任を免
れられない。

ウ：

正しい。民法７１５条１項の「事業の執行について」の要件については、いわゆる外形理論により、
「その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合
をも包含する」とされている。Ｃは、職務としてメーリングリストへの電子メールの送信を行う権
限があり、かつ、その権限を濫用してメールを送信することが容易にできる地位にあったというこ
とができるので、メール２に関しても、Ａ社は使用者責任を免れられない。

エ：

誤り。民法７１５条１項の使用者責任については、被用者の選任監督について相当の注意をしたと
して免責される場合はほとんど認められていない。本件であれば、承認を取ることを社内規則で定
めてそれに不利益を課すこととするだけでは足りず、最低でも最終的な送信権限を役員であるＤに
与えるか、もしくは送信に当たって複数人のチェックがなされる（チェック後に内容を変更できな
いこととする）といった事前の防止措置が必要であると考えられる。

以上のことから、正しいものはウである。
【問題 25】 正答

ウ

ア：

正しい。実質的に考えると、「約款」の拘束力は認めざるを得ず、ある意味では前提を飛ばして議
論しているわけだが、現代社会における約款の重要性等を考えれば、致し方ない。

イ：

正しい。旅行業法、保険業法、道路運送法、電気事業法などにその例がある。

ウ：

誤り。公法的な規制が行われていれば、司法的規制が行われないわけでもない。

エ：

正しい。約款の条項を合理性・妥当性を有しないとして無効と判断したものとして、大阪地判Ｓ４
２・６・１２判時４８４・２１、その趣旨を根拠に文面よりも狭く解釈したものとして、最判Ｓ６
２・２・２０民集４１・１・１５９。

以上のことから、誤っているものはウである。
【問題 26】 正答

ア

Ａ：

質権。譲渡担保は質権が対象物の占有を質権設定者から債権者に移転され、設定者が所持していな
い状況が作り出されること（民法３４４－３４５条）から生じる不都合を回避するために行われる
ものである。「留置権」は法定担保物権であり、文脈と合わない。

Ｂ：

占有改定による。譲渡担保は債務者の所有していた動産をその物理的な移転なしに担保物とするも
のであって、占有改定による引渡しによって占有を移転する。「簡易の」引渡しは、結果として占
有者が自分のために所持しているという状態をもたらすのであって、文脈と合わない。

Ｃ：

清算義務。譲渡担保における所有権移転はあくまで債権担保目的であり、その範囲で法的効力を認
めれば必要十分である。よって、債権を満足するという限度においてのみその対象物の価値に対す
る優先権を認めることとなり、逆から見れば清算義務を課されることとなる。「善管注意義務」は、
文脈と関係がない。

Ｄ：

債権担保手段。文中にもあるように、譲渡担保の目的は債権担保であり、そのために所有権移転と

いう形式を用いるものである。権利移転は形式であり、「権利移転手段」は文脈上入りえない。
以上のことから、適切なものはアである。
【問題 27】 正答

エ

ア：

正しい。民法３条１項は「私権の享有は、出生に始まる」と定めており、自然人は出生により当然
に権利能力を有する。これに対して、法人に関しては、民法は「法人は、この法律その他の法律の
規定によらなければ、成立しない」（民法３３条）とした上で、社団法人・財団法人などに関する
規定を置いている。

イ：

正しい。胎児に関しては、民法８８６条１項、９６５条、７２１条が特別の規定を置き、相続分や
胎児である間になされた侵害に関して民法３条１項の原則を修正している。

ウ：

正しい。法人の存在目的は、事業体の財産を個々人の財産と分離して、事業体のみに帰属し、事業
体に対する債権者が排他的に差し押さえうる財産を法律的に作り出すことを中心的目的とした上で、
事業体の意思の表示の方法や名称・所在地などを明確にすることなどに求められる。

エ：

誤り。判例は、いわゆる「権利能力なき社団」という概念を認め、(1)組織によって代表の方法、総
会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること、(2)他の財産とは区別され
た形式と態様によって管理及び処分が行われている財産が存在すること、(3)構成員の変更があって
も(2)が従前と変わりなく継続すること、などの要件を満たしている場合には、実質的に権利能力を
認める解決を取っている。

以上のことから、誤っているものはエである。
【問題 28】 正答

ウ

ア：

誤り。ＣはＢ社の宣伝をしていただけであって、このようなＣの行動は単なる営業活動であるから、
Ａ社がＢ社と契約を締結しようとしまいと自由である。仮に契約を締結しなかったとしてもＡ社が
損害賠償責任を負うべき理由はない。

イ：

誤り。Ｂ社としてはＡ社の具体的な要請に応じて一定の労力を提供しているようでもあるが、試作
品を見たＤは「任せるわけにはいかない」と明確に拒絶していたのであるから、Ｂ社が試作品を改
良したとしても営業活動の一環と見るべきである。また、Ｂ社の行為としても試作品の製作及びそ
の改良の２つであり、合計２週間程度の時間を費やしただけである。このような場合にまでＡ社の
損害賠償責任が発生するというのは行き過ぎであろう。

ウ：

正しい。Ａ社とＢ社との間では結局契約が成立していないからＡ社の対応は債務不履行に当たらな
いかに見える。しかし、取引を開始し契約準備段階に入ったものは、一般市民間における関係とは
異なり、信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから、のちに契約が締結されたか否かを問わ
ず、相互に相手方の人格、財産を害しない信義則上の義務を負うものというべきで、これに違反し
て相手方に損害を及ぼしたときは、契約締結に至らない場合でも契約責任としての損害賠償責任を
認めるのが相当である。このような場合には契約が締結されると信じたことによって生じた損害を
賠償する責任が発生する。本問の場合、Ｂ社は４か月にわたりＡ社から要望を聞き取りこれに細か
く対応してきており、Ａ社の要望を大部分反映しているホームページを完成させていたのであるか
ら、Ａ社がこの段階で契約締結を拒むことは信義則に違反すると思われる。そこでＡ社はＢ社に生
じたホームページの製作に要した実費に相当する損害を賠償しなければならない。

エ：

誤り。このような場合でも契約書に記載された代金を支払わなければならなくなるのではなく、Ｂ
社に生じた損害を賠償しなければならなくなるのである。

以上のことから、正しいものはウである。
【問題 29】 正答

ウ

ア：

正しい。罪刑法定主義に関連して、憲法３９条で「遡及刑罰の禁止」を定めている。

イ：

正しい。責任主義というのは、「犯罪は、その行為が行為者に帰責し、行為者にそのことについて
非難可能な場合にはじめて成立する」との原則である。

ウ：

誤り。一般予防の考え方の前提には、刑罰の本質を「抑止」であるとする見方がある。一方、「犯
罪が行われれば必ずその責任に応じた処罰をしなければならない」とは、刑罰の本質を「応報」と

とらえる見方から派生しているので、両者は異なる見解を前提にしたものである。
エ：

正しい。アメリカでは法人に対する刑罰として財産刑だけでなく保護観察も行われている。

以上のことから、誤っているものはウである。

【問題 30】 正答

エ

Ａ：

公益通報者保護法。内閣府は、平成１７年７月、「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイ
ドライン」を公表した。

Ｂ：

経済産業省。平成１７年８月に「コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・
評価の枠組みについて－構築及び開示のための指針」を公表したのは、経済産業省である。

Ｃ：

すべての。「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」は、規模や公開・非公開を
問わず、あらゆる企業（公益法人、組合等を含む）が参考にすることを期待して公表された。

以上のことから、適切なものはエである。
【問題 31】
［設問 1］正答

エ

独占禁止法３条後段は「不当な取引制限」を禁止しており、入札参加者間で受注予定者を決定し競争を制
限する入札談合行為は、不当な取引制限の禁止規定に違反する。よって、①で問題となるのは「不当な取
引制限」である。
②のように外国公務員にリベートを送る行為は、国際的な商取引の上で不正な利益を得る目的で外国公務
員に贈賄することを禁じる不正競争防止法１８条（外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止）に
違反する可能性がある。
③のように売上に大きく貢献した画期的な商品の開発過程において、中心メンバーの地位にあった者が競
業他社に就職するという事例は、営業秘密の侵害として不正競争防止法違反や競業避止義務を定める就業
規則違反の点から問題となることがあり得る。
独占禁止法１９条が定める「不公正な取引方法」とは、公正な競争を阻害するおそれのある行為をいう。
具体的な行為類型は、２条９項において定義されており、本問のように取引の相手方の事業活動を拘束す
ることは、6 号ニに挙げられている「相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること」の点
で問題となる可能性がある。よって、④で問題となるのは「不公正な取引方法」である。
以上のことから、①については「不当な取引制限」、④については「不公正な取引方法」が問題になり、
適切なものはエである。

［設問 2］正答

エ

コンプライアンス社内調査の結果、談合の疑いが濃厚となった場合に、会社としてどのように対応するか
は極めて困難な問題であり、疑いの程度や状況に応じて、適切な対応をとることが求められる。そのため
には、まず、考え得る対応について、どのような問題点があるかを的確に把握することが不可欠である。
本問は、その点について基本的な理解を問うものである。
ａ： 談合行為を中止する為の直接的・究極的な選択肢としては事業から撤退することが考えられるが、
撤退にともなって当該事業にかかわっている従業員をどうするかという問題が生じる。配置転換等
によってＡ社内で吸収することができればよいがそうでなければ雇用の問題が生じる。よって、ａ
の対応は、ｒの問題に繋がる。
ｂ： 確かに情報交換・談合等を行っていた可能性のある担当者に、事実解明への協力を命じ、違法行為
の事実が確認された場合には公正取引委員会に申告することは、厳正な対処といえる。しかし、こ
のような対処方法は、他の業者や発注官庁から「抜け駆け」との批判・反発を受け、有形無形の不
利益を受けるおそれがある。よって、ｂの対応は、ｓの問題を生じさせる。
ｃ： 確かに社内調査実施の一環として、同業他社の法務担当者と情報交換することが必要となる場合も
あり得る。しかし、これによって他社は談合が明るみに出ることをおそれ、自社に先駆けて、公正
取引委員会に違反事実を申告するおそれがあり、この場合、その後に自社が申告しても減免措置を
受けられない可能性がある。よって、ｃの対応は、ｐの問題に結びつき得る。

ｄ： 官公需向け工事において入札談合の疑いがある場合、競争事業者間だけが情報交換・談合を行って
いるのではなく、発注官庁自身も何らかの形で「談合システム」に関与していることも考えられる。
この場合には、発注官庁に談合の疑いがあることを通報しても、複雑な事態を招くことになる。よ
って、ｄの対応は、ｑが問題になる。
以上のことから、ａ－ｒ、ｂ－ｓ、ｃ－ｐ、ｄ－ｑとなる。

［設問 3］正答

ウ

不正競争防止法は、OECD 外国公務員贈賄防止条約の成立にともない、平成１０年の改正で外国公務員等
に対する不正な利益供与等が禁止され、日本国民が賄賂の申込みや供与などを行った場合には処罰される
こととなった（外国公務員贈賄罪）。また、平成１６年の同法改正（平成１７年１月１日施行）では、同
罪の国外犯処罰規定が盛り込まれた。以上のことから、正解はウである。

［設問 4］正答

イ

「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」は、独占禁止法と特許権等の知的財産権の行使に関して生
じる独占禁止法上の問題についての考え方を明らかにしている。よって正解はイ。

［設問 5］正答

イ

特許法は、従業者が、その性質上使用者等の業務の範囲に属し、かつ、その発明に至った行為がその従業
者の職務に属する発明を職務発明と呼び、発明を行った従業者個人の特許権が認められるだけでなく、そ
の発明に要した資材・設備・資金その他の経済的な援助をした使用者にも法律上当然の法定実施権を与え
ている（特許法３５条１項）。また、契約や勤務規則その他によってあらかじめ使用者が特許権を継承し
たり専用実施権を設定したりするように定めることができるが、その場合、従業者は相当の対価の支払を
受けることができると定められている（特許法３５条３項４項）。よって、正解はイ。
【問題 32】
［設問 1］正答

ウ

会社により組織・風土が異なるように収益目標を掲げるにあたっても、その会社の実情に適合したもので
なければ必ず歪が生じ、そのしわ寄せは営業現場へと行き、コンプライアンス違反を招くことへとつなが
る。まず、Ｘ社が自社の営業の実情を勘案せずＹ社の上期の収益の前年比の観点からのみ収益目標を変更
したことに問題があるのであり、Ⅰには②が入る。
また、長期保有目的で勧誘し購入してもらった商品を、収益目標を達成するために、利益が生じているか
らとはいえ短期で売却させ、他の商品への乗換え勧誘を行っている。当該勧誘において金利の引き上げ予
想は長期保有目的で購入した商品を売却するための合理的理由とはならない。これは営業現場においてコ
ンプライアンスが機能していないがゆえに行われた不適正な営業であり、Ⅱには⑤が入る。

［設問 2］正答

イ

ａ：は顧客の長期保有という投資目的に適合しない投資勧誘を行っている上、個々の投資家の実情による
ことなく、Ｑ商品を購入させていたすべての投資家に売却を勧め、Ｐ商品の購入を勧誘している。これが
「顧客の資金事情や投資目的に適した証券投資を勧誘すること」という社会的要請に反することは明らかで
あり、 Ⅲ にはａが入る。
勧誘時に相場観を伝えること自体を禁止している法令・諸規則はなく、Ｂが個人的な相場の見通しに基づ
いて顧客に取引を進めたとしても、個人的な相場の見通しが、客観的な情報に基づくものであれば、必ず
しもその勧誘行為自体が不当な勧誘行為とは言えない。また、そのような営業活動が、証券投資の活発化
につながる面もあり、「証券投資の魅力を投資家に認識させることで証券投資を活発にし、国家経済の発
展に貢献すること」という社会的要請の観点から積極的に評価される余地もある。よって Ⅳ にはｃが入
る。
ノルマ達成が顧客に取引を勧める動機になっていたとしても、勧誘時に顧客に提供する情報が客観的なも
のであれば、投資勧誘自体にコンプライアンス上の問題は生じない。よって Ⅴ にはｂが入る。

［設問 3］正答

イ

顧客の属性を把握することは、適合性の原則に沿った取引を行う上で最も重要なことであるが、適合性と
は必ずしも目に見えるものばかりではなく、顧客の内心といった非常にデリケートな問題を含んでおり、
マニュアルだけで全てを網羅できるものではない。それゆえにマニュアルに書かれた通りの対応をすれば
すべて免責されるものではなく、個別に臨機応変で慎重な対応が求められるのである。

ア： 不適切。マニュアルに書かれている説明事項だけで本問の顧客に対してすべて必要な説明事項を満
たしているとは限らない。重要なのは説明したことを顧客が本当に理解しているか否かである。
イ： 適切。特に高齢顧客の場合、取引締結後に顧客の親族からの苦情がくることが多く、親族同席のも
と商品説明を行い、親族が同意したうえで取引を締結することがコンプライアンス上必要となる。
ウ： 不適切。高齢者の属性は時間とともに刻一刻と変わるものと心得なければならず、特に最初の取引
には属性把握のための相当な注意が必要となる。本問においても最初の取引を締結するまでに複数
回の顧客面談を行い、コンプラインス上問題がないことを確認できた上で慎重に取引を行うべきで
ある。
エ： 不適切。リスクに関する確認書を顧客から徴収していても、顧客の苦情に対する一応の対抗手段に
はなっても裁判上必ずしも免責の担保となるものではない。実質的な顧客のリスクに対する認識が
顧客の属性に照らして適合していたかが争点となる。よって、重要なのは、顧客がどこまでリスク
をとれるのか、商品のリスクに関して理解をしているかが重要となる。

［設問 4］正答

ア

ノルマを課すという営業方法を維持するのであれば、まず必要なのは、そのノルマが営業現場の実態にあ
った適正なレベルに設定されることであり Ⅵ にはａが入る。 Ⅶ は、過大なノルマによる弊害が生じて
いることについての社員からの情報提供を求める手段でありｂが入る。 Ⅷ は、一見有効な営業適正化の
ための統制の手法も、建前だけに終わるという趣旨でありｃが入る。 Ⅸ は、営業の適正化のためのコン
プライアンスを実質的に機能させるための方法であり、ｄが入る。

［設問 5］正答

ウ

投資勧誘における説明義務違反であるが、本問の場合は、７０歳以上の顧客に対して外国株投信の投資商
品としての性格やリスクについての説明義務違反である。そこで金融商品取引法４０条で規定されている
適合性の原則違反となる可能性があり、違反となった場合は証券会社が行政処分の対象となる。
金融商品取引法４０条１号では、証券会社が、「顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認め
られる勧誘を行って投資者の保護に欠けるおそれがあることのないように」業務を営まなければならない
と規定して、証券会社の営業活動を規制しているのである。

【問題 33】
事例のような深刻かつ重大な企業の存亡にも関わりかねない事態に対して、企業としてどのように対応す
べきか。まさに危機管理能力が問われる状況である。このような事態に直面した企業として、どのような基
本方針で臨むべきかを明確にした上でとるべき対応を述べる必要がある。
この事件に対してＡ社として行うべきことは、次の３つに整理して考える必要がある。
① 被害の拡大を防止すること。
② 事件によって企業が受けるダメージを最低限にとどめること
③ 事件の再発を防止すること
自社が製造した商品を服用した消費者が立て続けに死亡するという医薬品メーカーにとって最悪の事態が
発生した場合、第一に求められるのは、被害の拡大を最小限に食い止めるという①であり、そのために最善
を尽くす必要がある。そこで、なぜＰ製品にシアン化カリウムが混入したのかその原因究明を迅速に行う必
要がある。
まず、Ｐ製品の供給先と販売ルートを徹底的に洗い出し、Ｐ製品がどこにどれだけ流通しているかを把握
すると同時に、可能な限りＰ製品の回収に努め、製品の安全が確認されるまで服用しないよう消費者への告
知を徹底して行う。そして、販売店・卸売業者に連絡をとって、回収・危険性告知の協力要請を行い、一般
消費者及び小売店からの問い合わせに対応できるよう専用ホームページ及びホットラインを開設するなどの
対応が求められる。
内部的には、経営トップを責任者とする緊急対策本部を設置して権限と情報を集中すること、この事件へ
のＡ社としての「被害の拡大防止のために速やかにＰ製品を回収し、原因を究明すること」という緊急対応
方針を公表すること、そして外部への対応の窓口を一元化することなどが必要となる。
次に、警察の捜査によって原因がＹ店で販売されたＰ製品への毒物の混入であることが明らかになった段
階で最も重要なのは②である。Ａ社の社内調査によって、Ａ社の研究所からシアン化ナトリウムが持ち出さ
れた形跡はなく、しかも、死亡事件の原因となったＰ製品はすべてＹ店で販売されていたことが判明し、Ｐ
製品の製造段階で毒物が混入されたという医薬品メーカーの責任に直結するような問題ではないことが明ら
かになったのであるから、そのことを消費者に理解してもらうことで、Ａ社のレピュテーション･リスク、イ
メージの低下を防止することが必要である。そこで、遺族に対して真摯に対応する一方で、Ａ社に対する誤
解を解消するために、マスメディアとのコミュニケーションを通して、Ａ社の社内調査の結果判明した「研
究所内のシアン化カリウムは厳重に管理されており、今回は持ち出された形跡がないこと」、「死亡の原因
となったＰ製品はいずれもＹ店で販売されたものであり、しかもＡ社の二つの工場では毒物が混入された形
跡がないことから、小売段階で混入された可能性が高いこと」という事実の周知を図る必要がある。そのた
めには、メディア側を同席させて社内の対策会議を行うという方法もある。
また、原因究明に関して捜査機関との緊密な連携協力を行う必要があることは言うまでもない。
そして、最後に問題になるのが、Ｐ製品の製造工程で毒物が混入したのではなく、店頭に並んだ後に何者
かが毒物を混入させて店に戻したことが公的に確認され、医薬品メーカーとしてのＡ社が法的責任を負うべ
き問題ではないことが明らかになった段階でのＡ社の対応である。この段階では、それまでに行ってきた対
応に加えて、③再発防止という要請に応えていく必要が生じる。確かに、毒物混入は自社の工場・製造過程
で生じたものではないことが明らかになったのであるが、Ａ社のように消費者が服用するものを製造販売し
ている企業としては、医薬品の服用に関して生じる危険を可能な限り防止する社会的責任がある。Ａ社が製
造するＰ製品に毒物を混入した動機は、Ａ社に対する悪意に基づくものである可能性があり、再犯の可能性
も十分に認められるのであるから、それを防止するために最大限の措置をとるべきであろう。そこで、犯人
検挙に向けて警察の捜査に協力するだけにとどまらず、店頭での異物混入を防止し、混入が消費者から容易
にわかるようなパッケージの開発に努めること、そして、卸売り業者や販売店とのコラボレーションによっ
て、サプライチェーン全体のセキュリティを高めるための取組みを行う必要がある。

なお、本問の事例は、過去にアメリカで発生した異物混入事件を基に作成したものであり、その事件の紹
介とコンプライアンス的視点による分析を行った「アメリカにおける消費者対応とコンプライアンス」が「季
刊 Corporate Compliance」vol.3（p.133）に掲載されている。
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