
 

 

ビジネスコンプライアンス検定 

 

初級 サンプル問題 
 

【制限時間 60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 京都   ウ 大阪   エ 名古屋 

正しい答えは“ア 東京”ですから、次のようにマークしてください。 

例題 

 

 

 

 

受験会場  

受験番号  

氏  名  

 

 

 

 

 
∩   ∩   ∩   ∩ 
ア   イ   ウ   エ 
∪   ∪   ∪   ∪ 
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【問題 1】 上場企業Ａ社のコンプライアンス・オフィサーＸ宛に、「公共営業部の社員Ｂが『公

共工事の受注で談合をせざるを得ない。早く他の部署に異動したい』と言っていた」

との匿名の文書が届いた。この場合のＸが最初にとるべき対応に関する次の記述のう

ち、誤っているものはどれか。 

ア．公共営業部に対して、緊急の内部監査を行う。 

イ．公共営業部長に匿名文書を見せ、事実関係について聴取する。 

ウ．匿名文書を公正取引委員会に送付する。 

エ．社員Ｂから聴取する。 

 

 

【問題 2】 次のうち、ステークホルダー（利害関係人）に該当するものの組み合わせはどれか。 

１： 当該企業の株主 

２： 当該企業の製品と競合する製品を製造している企業 

３： 当該企業の事業分野についての許認可権限をもつ監督官庁 

４： 当該企業の契約社員 

５： 当該企業の工場の周辺住民 

ア．１と４ 

イ．２と３ 

ウ．３と５ 

エ．すべて 
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【問題 3】コンプライアンスのあり方に関する次の文章の空欄に下記の語句群から適切なものを

選択し文章を完成させる場合、空欄（①～⑧）にあてはまる語句群の記号（Ａ～Ｌ）

が正しいものの組み合わせはどれか。なお、語句群中の語句はすべて１度しか用いる

ことができないこととする。 

    「日本固有の司法制度および違法行為の形態を前提にした場合、コンプライアンスのあ

り方はどのように考えるべきか。まず、コンプライアンスを（ ① ）と捉えた場合、経

営陣が法令ばかりを重視したことによる（ ② ）が横行することになり得る。これはひ

いては従業員間に（ ③ ）がまん延する結果に繋がり得るであろう。他方、コンプライ

アンスを（ ④ ）と捉えた場合、社会環境の急激な変化に適応していくことが（ ⑤ ）

重要となる。また、コンプライアンスを（ ④ ）と捉える立場からは、（ ⑥ ）という

後ろ向きの暗いイメージの言葉でコンプライアンスを捉えることによる（ ⑦ ）から抜

け出すことも可能になる。つまり、コンプライアンスは組織が生き生きと活動し社会の要

請に応えていくための（ ⑧ ）と捉えること等が可能になるのである。」 

 

【語句群】 

   Ａ 法令遵守  Ｂ 社会的要請への適応  Ｃ コスト意識     Ｄ 戦略的意識 

   Ｅ フルセット・コンプライアンス     Ｆ 言い訳コンプライアンス 

   Ｇ 革新主義  Ｈ 事なかれ主義     Ｉ 遵守        Ｊ パワーの源 

   Ｋ 法令の遵守に代わって         Ｌ 法令の遵守と同様またはそれ以上に 

ア．①Ａ、⑥Ｆ 

イ．②Ｅ、⑧Ｊ 

ウ．③Ｈ、⑦Ｃ 

エ．④Ｂ、⑤Ｋ 
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【問題 4】以下の【見解】はコンプライアンスの捉え方に関する２つの考え方を、【事例】は企業

活動においてコンプライアンス上問題が生じ得る事例を示したものである。これらを

前提にした場合、次の【説明】のうち、誤っているものはどれか。 

  【見解】 

   Ａ： コンプライアンスとは「法令遵守」を意味する。 

   Ｂ： コンプライアンスとは「社会的要請への適応」を意味する。 

 

  【事例】 

   １： 建築会社であるＫ社は、建築基準法上の建築確認の際に提出すべき書類のうち、耐

震強度に関する記載部分について違法な虚偽記載を行った。しかし、国際的水準や

専門的調査の結果によれば、Ｋ社が実際に取った耐震強度自体は国際的水準を十分

に満たすものであり、虚偽記載の違法は軽微なものであることが判明した。 

   ２： 東証一部上場の大手証券会社であるＮ社は、社員による違法なインサイダー取引が

判明した際に、この事実関係を詳細に調査すること等を何ら行わず、事実の公表に

関しても内部者によるマスコミへの情報リークがあるまで行わなかった。ただ、こ

の不公表自体はＮ社を名宛人とする関連諸法令に形式的には違反するものではなか

った。 

 

  【説明】 

ア．見解Ａに立って事例１を検討した場合、コンプライアンス違反の問題が生じる。 

イ．見解Ｂに立って事例１を検討した場合、コンプライアンス違反の問題は生じ得ない。 

ウ．見解Ａに立って事例２を検討した場合、原則的にはコンプライアンス違反の問題は生

じない。 

エ．見解Ｂに立って事例２を検討した場合、コンプライアンス違反の問題が生じ得る。 
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【問題 5】次の会話文は、某企業の法務部部長Ｘと新入社員Ｙとの間で行われたコンプライアン

スの要素に関するやり取りである。会話文中の①～⑥にあてはまる適切な語句を（ ）

の中から選択した場合について、正しいものの組み合わせはどれか。 

【会話文】 

   部長Ｘ： 今日は法務部の重要な業務の１つであるコンプライアンス（社会的要請への適

応）の実践について検討しましょう。Ｙ君はコンプライアンスの要素としては

何が必要だと思いますか。 

   社員Ｙ： ①（ａ．組織の構築 ｂ．方針の明確化）や②（ａ．組織の構築 ｂ．方針の

明確化）が必要だと思います。 

   部長Ｘ： そうですね。では、前者の具体例としてどのようなものが想定できますか。 

   社員Ｙ： ③（ａ．コンプライアンス・オフィサーを設置すること ｂ．基本方針を確定

すること）が想定できるのではないでしょうか。 

   部長Ｘ： そうですね。ただ、実務上は、（ ② ）が先に行われるでしょう。 

        では、その他の要素についても検討しましょう。Ｙ君は「予防的コンプライア

ンス」という言葉を聞いたことがありますか。これは、④（ａ．基本方針の修

正 ｂ．組織が機能しているかの監視）に代表されるように、社会的要請への

適応を実践していく過程といえます。このような場面で重要なことは何だと思

いますか。 

   社員Ｙ： ⑤（ａ．トップおよびボトムのセンシティビティー（鋭敏性） ｂ．ＣＳＲ活

動）が重要であると思います。 

   部長Ｘ： その通りです。この要請を受けて、内部通報や内部監査といった手段が必要に

なるわけですね。 

        では、最後の質問です。以上のようにコンプライアンスを普段から行っている

企業であっても、残念なことに不祥事を起こしてしまうこともあります。その

ような場合に必要になってくる要素が「治療的コンプライアンス」です。この

具体的内容について、Ｙ君はどう考えますか。 

   社員Ｙ： ⑥（ａ．法的責任の成否に関する検討 ｂ．事実関係の把握、原因の究明、是

正措置の検討）が必要になると思います。この検討が問題の抜本的解決に必要

と考えるからです。 

ア. ①ａ、②ｂ、⑤ｂ 

イ. ①ｂ、④ｂ、⑥ｂ 

ウ. ②ｂ、⑤ｂ、⑥ｂ 

エ. ③ａ、④ｂ、⑥ｂ 
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【問題 6】次の記述のうち、内部統制の要素として、不適切なものはいくつあるか。 

１： リスクの評価と対応 

２： モニタリング（監視活動） 

３： 統制環境 

４： クライシスマネジメント 

５： 統制活動 

ア．１つ 

イ．２つ 

ウ．３つ 

エ．４つ 

 

 

【問題 7】 Ｘ社は、全国の販売店に商品を卸している玩具メーカーであるが、同社の玩具Ａを購

入した消費者の子供が、玩具Ａで遊んでいる最中に手に大けがをしたという連絡が販

売店から入った。この事例におけるＸ社の対応として、適切なものの組み合わせはど

れか。 

１： 原因が特定されていない段階での悪意による風評被害を避けるため、連絡をしてきた

販売店に対して、原因が特定するまで、事故が発生した旨を口外しないように依頼し

た。 

２： 直ちに、製造・販売責任者等を連絡してきた販売店および被害者宅に向かわせ、事実

関係の確認を急ぐとともに、玩具Ａの欠陥が原因であることも念頭に置き、事故原因

の特定を急ぐ。 

３： けがの原因が玩具Ａの欠陥による可能性が高いと判断された場合には、直ちに、玩具

Ａを取り扱う全販売店に対して、把握している事実を伝えて玩具Ａの販売を停止する

よう連絡する。 

４： けがの原因が玩具Ａの欠陥による可能性が高いと判断された場合には、他の消費者の

不安を解消させるため、直ちに記者会見を開き、代表取締役自らが、使用上の注意を

守れば玩具Ａは安全である旨を説明する。 

ア．１と２ 

イ．２と３ 

ウ．２と４ 

エ．３と４ 
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【問題 8】家電メーカーである甲社が新製品として売り出したデジタルカメラＸのバッテリーに

不具合があり、デジタルカメラＸが発火する事故が生じた。そのバッテリーを製造し

ていたのは部品メーカー乙社であり、甲社ではなかった。この事例における甲社の対

応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

ア．甲社が原因を徹底的に調査した結果、部品メーカー乙社に責任があることが判明した

ので、甲社としてはこれ以上何もしなかった。 

イ．甲社が顧問弁護士に相談した結果、部品メーカー乙社に責任があり、被害者に訴訟提

起されても甲社が勝てると助言されたので、甲社から特に被害者にアプローチするの

は得策ではないと考え、被害者から訴訟提起されてから行動することにした。 

ウ．甲社は部品メーカー乙社に対し、デジタルカメラＸが売れなくなったことによる損害

賠償請求をすることにした。 

エ．甲社は、発火の危険、原因などの情報を自社のホームページなどに載せて迅速に公表

するとともに、部品メーカー乙社と協力して、被害者に対し、今後の処置について説

明する機会を設けた。 

 

 

【問題 9】次の法律のうち、違反すると刑事責任を問われる可能性があるものの組み合わせはど

れか。 

１： 民法 

２： 会社法 

３： 著作権法 

４： 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 

ア．１と２と３ 

イ．３と４ 

ウ．２と３と４ 

エ．すべて 
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【問題 10】コンプライアンス違反に対する制裁とその法的効果に関する次の記述のうち、適切な

ものはどれか。 

ア．コンプライアンス違反に対する制裁としての懲戒処分と刑事処罰とは別であり、また、

刑事処罰と行政上の措置も別であるから、刑事処罰と行政上の措置は同時に科せられ

ることはない。 

イ．コンプライアンス違反に対する制裁として、刑事処罰、行政上の措置が科せられると

ともに、社内での懲戒処分も科せられる場合には、民事上の損害賠償の問題は発生し

ない。 

ウ．コンプライアンス違反に対する制裁として、刑事処罰、行政上の措置が科せられると

ともに、民事上の損害賠償の問題が発生する場合でも、さらに特別法による損害賠償

請求が認められる場合もある。 

エ．コンプライアンス違反に対する制裁として、社内での懲戒処分、刑事処罰、行政上の

措置が科せられる場合があるとしても、すでに会社や組織を退職した社員に対して、

さかのぼってこれらの措置が科せられることはない。 
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【問題 11】次の事例のうち、各事例の文章の最後に（ ）で示された者が刑事罰の適用を受ける

可能性が最も低いものはどれか。 

ア．大手証券会社Ｇ社の企業情報部員であるＡは、国内投資ファンドが近く上場会社Ｋ社

の発行済み株式について公開買付けを行うよう決定したことを、このファンドの公開

買付け担当者から聞いて知った。そこで、Ａは、業務の一環でＫ社株式を大量に購入

し、この情報の公開後直ちに高騰した市場でこれを高値で売り抜け、利益を獲得した。

なお、Ｇ社は内部統制システム自体は本件以前に構築していたが、コスト上の問題等

により、事実上このシステムが機能しているかのチェックは十分に行っていなかっ

た。（Ｇ社） 

イ．製薬会社Ｘ社の常務取締役であるＢは、同社との信任関係に基づきＹ社から保管を委

ねられていた顧客や新薬開発上のノウハウに関するデータを自らが所有するＣＤ－

Ｒに複写し、新薬開発分野で競合しているＷ社にそれを１,０００万円で売りつけた。

Ｂは１,０００万円の対価を自らの借金返済にあて、全額消費した。（取締役Ｂ） 

ウ．大手鉄鋼メーカーであるＷ社は、営業部員であるＣが金属製部品αに関して競合他社

３社とともに会合を行い、その価格引上げに関する基本ルールの策定および個別の調

整行為に関与した事実を把握した。Ｗ社の国内向け部品αの市場占拠率（シェア）は

業界第１位（４０％）であり、このたび会合を行った競合他社３社との合計市場占拠

率は実に８０％を超えていた。なお、Ｗ社は、Ｃが業界に精通したベテランであった

こともあり、仕事をまかせっきりにしていたため、Ｃのこの行為を公正取引委員会か

らの連絡で初めて知った。（Ｗ社） 

エ．大手家電製品メーカーであるＺ社のコンプライアンス担当の取締役であるＤは、同社

総務部の従業員であるＥがいわゆる総会屋株主に対し、総会の運営を円滑にしてほし

い趣旨で１００万円の現金を交付した事実を把握した。なお、この行為が行われるま

で、Ｄはコンプライアンス担当の取締役として、総務部員に対し、株主総会運営の適

正化に関して、何ら防止措置をとっていなかった。（取締役Ｄ） 
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【問題 12】次のうち、講師の質問に対して、適切な回答をしている者の組み合わせはどれか。 

講 師： 企業は、憲法に違反する社内規則を定めることはできますか？ 

Ａ 氏： 憲法は企業に一切関係なく、憲法に違反する社内規則を定めても問題ありません。 

講 師： なぜ企業は、法律だけでなく条例までも遵守する義務があるのでしょうか？ 

Ｂ 氏： 条例も選挙で選ばれた代表者（地方議会）によって定められるという点で、法律

と同様に民主的な原理に基づいているからだと思います。 

講 師： 地方公共団体の議会は、法律に違反する条例を定めることはできますか？ 

Ｃ 氏： 条例は法律の範囲内で制定され、法律に違反することはできません。 

講 師： 内閣は、法律に違反する政令を定めることはできますか？ 

Ｄ 氏： 政令は法律とは一切関係がなく、内閣は法律に違反する政令でも定めることがで

きます。 

ア．Ａ氏とＢ氏 

イ．Ｂ氏とＣ氏 

ウ．Ｃ氏とＤ氏 

エ．Ａ氏とＤ氏 

 

 

【問題 13】Ｘ社では、Ｙ社から仕入れた中古車の内部に亀裂があり、修理が必要であることがわ

かった。その際のＸ社社員による次の会話のうち、最も適切な発言をしている者は誰

か。 

Ａ 氏： 売買の目的物の瑕疵（かし※）については民法で規定されているから、どんな場

合でも瑕疵を知ってから１年以内なら損害賠償を請求するか契約を解除すること

ができるよ。（※＝きず、欠点など） 

Ｂ 氏： わが社もＹ社も商人だから、商法の規定が適用されるよね。 

だから、損害賠償を請求できるのは常に６カ月じゃないかな。 

Ｃ 氏： いや、あらかじめＹ社との間で交わしてある契約書には２年間瑕疵担保責任を負

うと書いてある。この場合は契約の内容が優先されるから２年間は請求できるよ。 

Ｄ 氏： 買った物に瑕疵があっても、受け取って支払いもしているから、Ｙ社に請求でき

ることはないと思うよ。 

ア．Ａ氏 

イ．Ｂ氏 

ウ．Ｃ氏 

エ．Ｄ氏 
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【問題 14】Ｘ社の社員が、企業法について議論している。次のうち、正しい発言をしている者は

誰か。 

社員Ａ： 会社の運営に関しては、従来は商法の中に規定されていた合名・合資・株式・有

限会社に関する規定が、会社法の中にすべて移ったよね。 

社員Ｂ： 従業員の雇用は企業にとって欠かせないけど、雇用の関係では、労働法という法

律１つだけを気にしておけばいいよ。 

社員Ｃ： 企業活動をする中で、公正で自由な競争が行われないと困るよね。公正で自由な

競争を実現するために、独占禁止法が制定されているんだ。 

社員Ｄ： 公正な競争といえば、他社の商品を真似した商品を販売することを禁止している

のが「景品表示法」だよね。 

ア．社員Ａ 

イ．社員Ｂ 

ウ．社員Ｃ 

エ．社員Ｄ 

 

 

【問題 15】株式会社の仕組みと国の統治機構に関する次の図の中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。 

代表取締役                 （ Ｂ ）    

    ↑ 選定                  ↑議決で指名        

   取締役                  （ Ｃ ）    

↑ 決議によって選任            ↑選挙 

  （ Ａ ）               （ Ｄ ）    

 

選択肢 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

ア 社員 内閣総理大臣 国務大臣 １８歳以上の男女 

イ 株主 内閣総理大臣 国会議員 ２０歳以上の男女 

ウ 職員 最高裁判所長官 国会議員 ２０歳以上の男女 

エ 株主 最高裁判所長官 国務大臣 １８歳以上の男女 
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【問題 16】次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 

 民法によれば、売買契約の成立時期は当事者の（  Ａ  ）時であり、この場合には代

金の支払いや目的物の引渡しを必要と（  Ｂ  ）。なお、特約のない限り、「代金の支払

い」や「目的物の引渡し」といった相手方の履行があるまで、自己の履行を拒むことが

（  Ｃ  ）。 

 

選択肢 Ａ Ｂ Ｃ 

ア 契約書交換 する できない 

イ 契約書交換 しない できる 

ウ 申込みと承諾が合致した する できない 

エ 申込みと承諾が合致した しない できる 

 

 

【問題 17】Ｘ社は、Ｙ社にソフトウェア開発およびコンピュータシステムの管理に関するコンサ

ルティングを委託しようと考えている。この事例に関する次の記述のうち、民法の規

定によれば適切なものの組み合わせはどれか。 

１： この場合、Ｘ社がＹ社と結ぶことができるのは請負契約のみである。 

２： Ｙ社のコンサルティング業務部分は、事務の委託として業務委託契約を結ぶことがで

きると考えられる。 

３： Ｙ社は、ソフトウェア開発については報酬を受けることができるが、コンサルティン

グ業務について報酬を受けることはできない。 

４： Ｙ社は、Ｘ社との契約上に下請負い禁止の特約がない限り、ソフトウェア開発の一部

をＺ社に下請負いさせることができる。 

ア．１と２ 

イ．１と３ 

ウ．２と４ 

エ．３と４ 
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【問題 18】次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、会社法の規定によれば最も適

切なものはどれか。 

取締役は、株式会社の必要的機関であり、取締役会を置く株式会社では、その員数は

（  Ａ  ）以上でなければならない。 

公開会社は、広く経営の適任者を抜擢するため、取締役の被選任資格を（  Ｂ  ）に

限定する旨を定款によって定めることはできないとされている。 

また、会社の経営状況をより厳格に監督させるため、株式会社を委員会設置会社とした場

合には、各委員会の委員の過半数は（  Ｃ  ）でなければならないとされている。 

選択肢 Ａ Ｂ Ｃ 

ア ５名 従業員 社外監査役 

イ ３名 従業員 社外取締役 

ウ ３名 株主 社外取締役 

エ ５名 株主 社外監査役 

 

 

【問題 19】公開会社であるＸ株式会社には、取締役Ａ、Ｂ、Ｃの３名がおり（代表取締役はＡ）、 

監査役としてＤがいる。Ｘ株式会社の取締役会に関する次の記述のうち、会社法の規定

によれば不適切なものはどれか。 

ア．定款または取締役会において別段の定めがない限り、代表取締役ではないＢまたはＣ

も、取締役会を招集することができる。 

イ．取締役が取締役会に出席できない場合でも、代理人を出席させることはできない。 

ウ．Ｄも取締役会に出席しなければならないが、議決権を行使することはできない。 

エ．代表取締役の解職は株主総会の決議事項であり、取締役会によるＡの解職決議は無効

である。 
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【問題 20】次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 

 株主とは、出資額を限度として、会社債権者に対して（  Ａ  ）責任を負う社員のこ

とであり、この株主に認められる権利として（  Ｂ  ）と（  Ｃ  ）がある。

（  Ｂ  ）とは、主に経済的な利益を受けることができる権利であり、具体的には、利

益配当請求権や残余財産分配請求権などが認められている。一方、（  Ｃ  ）とは、会社

の経営に参加することができる権利であり、株主総会への出席・議決権や株主総会に対する

議題の提案権のほか、代表訴訟の提起権など、会社に対して各種の訴えを提起する権利も認

められている。 
 

選択肢 Ａ Ｂ Ｃ 

ア 直接・無限 共益権 自益権 

イ 間接・有限 財産権 共益権 

ウ 直接・無限 自益権 参加権 

エ 間接・有限 自益権 共益権 

 

 

【問題 21】次の事例のうち、独占禁止法違反になる可能性が最も低いものはどれか。 

ア．甲県南部に本店を有する生コンクリート製造業者であるＸ社、Ｙ社およびＺ社は、自

らが製造する生コンクリートの販売価格等に関する会合を行い、その場で販売価格引

上げに関する基本合意を行った。なお、３社が甲県南部で製造・供給している生コン

クリートは同地域における総販売量のほぼすべてを占める。 

イ．国内有数の大手銀行であるＬ社は、その顧客である個人事業者Ａからの融資の申入れ

に対し、オーバーヘッジになることが明らかな金利スワップ契約を伴う融資であれば

可能である旨を返答した。Ａはいったんは難色を示したが、次の借入金返済期日が間

近に迫っていたこともあり、Ｌ社の返答に沿った形で融資を受けた。 

ウ．乙県内に本店を有する小規模な青果等小売業者であるＭ社は、ほぼ同じ規模の同業者

４社らと青果等の共同販売事業を行うことにした。これは、Ｍ社はじめ５社が乙県内

における青果等の販売について極めて小さなシェアしか有していなかった状況の打

開策としてＭ社が他社に持ちかけたものであり、Ｍ社はじめ５社には交渉窓口の一本

化による取引コストの削減と販売促進活動による競争力強化という狙いがあった。 

エ．丙県全域において一般日刊新聞紙の発行業を営むＷ社は、同県内の丁地域で夕刊新聞

紙の発行市場に新規参入しようとしたＧ社の動きを知ったため、新聞発行にとって非

常に重要な通信社からの記事の配信を事実上ストップさせ、新聞発行業者の収入源で

ある広告の集稿についても、丁地域のみの地域版を新たに発行し広告料を著しく低く

設定するなどしてＧ社の新規参入後の事業活動を著しく困難にした。なお、丙県全域

においてＷ社は日刊新聞紙の発行分野で第１位のシェアを有していた。 
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【問題 22】次の①から⑤のうち、独占禁止法に規定されているものの組み合わせはどれか。 

①： 私的独占及び不当な取引制限の規定 

②： 利益相反取引についての規定 

③： 差止請求及び損害賠償についての規定 

④： 不当利得についての規定 

⑤： 不公正な取引方法の規定 

ア．すべて 

イ．① ② ④ ⑤ 

ウ．① ③ ⑤ 

エ．② ③ 

 

 

【問題 23】次の事業者の行為のうち、独占禁止法が禁止する「私的独占」に該当する可能性が低

いものはどれか。 

ア. 製造コスト削減による低価格かつ人気商品の市場投入により、業界で５０％を超える

シェアを獲得した。 

イ. 業界で５０％を超えるシェアを獲得するため、業界売上１位と３位の企業が合併し

た。 

ウ. 業界売上の上位３位が、業界への新規参入を食い止めるため、大幅な製品価格の値下

げを行った。 

エ. 業界売上１位の企業の役員が、複数の同業他社の役員を兼任することとなった。 
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【問題 24】Ｘ会社の広報部員が、会社のホームページに掲載する著作物について、その前提とな

る著作権法の規定をめぐり議論している。次の発言者のうち、正しい発言をしている

者は誰か。 

Ａ 氏： 著作権法は、著作者について「著作物を創作する者」と規定している。このことか

ら、著作物の創作行為だけでは誰がその創作行為をしたかわかりにくいので、特許

法などと同様に、出願、登録などの手続きをしなければならないよ。 

Ｂ 氏： 著作権法は、著作者について「著作物を創作する者」と規定していることから、

これには単なる話題や素材を提供することは含まれないとしても、知的財産の重

要性からアイデアを提供することは含まれると解さないとおかしいよ。 

Ｃ 氏： 著作権法は、著作者について「著作物を創作する者」と規定していることから、

これにはわれわれのような自然人だけでなく、会社などの法人も著作者になると

理解されるね。 

Ｄ 氏： 著作権法は、著作者について「著作物を創作する者」と規定している。このことか

ら、著作者には、ある人の指示を受けて創作する場合のように、補助的な立場で創

作行為を行う者も含まれると解されるね。 

ア．Ａ氏 

イ．Ｂ氏 

ウ．Ｃ氏 

エ．Ｄ氏 

 

 

【問題 25】特許を受ける権利に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

ア．発明者が特許権を取得した場合には、使用者（法人）は無償の通常実施権を確保でき

る。 

イ．使用者は、従業者の特許を受ける権利または特許権の予約承継を取り決めることがで

きる。 

ウ．発明者が使用者に特許を受ける権利を譲渡した場合には、使用者は発明者へ賃金以外

の金銭を支払わなければならない。 

エ．発明者が企業に雇用されている会社員の場合、特許を受ける権利は、発明完成時から

会社に帰属している。 
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【問題 26】 Ａ氏は、「ハットチャンプ」という商号登記をして、Ｘ市にて１０年前からオリジナ

ルの帽子を製造販売する店を経営している。一方、帽子製造会社であるＹ社は、「Ｈ

＠チャンプ」というマークを付けた帽子の製造販売を最近開始し、指定商品を帽子と

する登録商標「Ｈ＠チャンプ」を出願して登録を得た。 

「Ｈ＠チャンプ」は、「ハットチャンプ」と読めることを前提とした場合、次の記述

のうち、不適切なものはどれか。 

ア. Ｙ社は、Ａ氏の経営する店「ハットチャンプ」の存在を知っていて「Ｈ＠チャンプ」

の商標登録出願をした場合であっても、そのことのみを理由に登録が取り消される

ことはない。 

イ. Ａ氏は、Ｘ市にて帽子を製造販売することは継続できるが、商圏拡大をする場合に

は、Ｙ社から商標権侵害で訴えられる可能性がある。 

ウ. Ａ氏は、Ｙ社の登録商標を無効とする審判を請求することができ、その登録商標が

無効となる場合がある。 

エ. Ａ氏は、指定商品を帽子とする商標「ハットチャンプ」を出願すれば、必ず商標登

録され、Ｙ社に対抗できる。 

 

 

【問題 27】商行為に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 

ア．世界的に著名な化粧品メーカーの名称を、その化粧品メーカーとは全く無関係な第三

者がパチンコ店の名称として使う行為は、不正競争行為に該当する場合がある。 

イ．コンピュータプログラムがインストールされた記録媒体に、いわゆるコピープロテク

トがかけられていた。このコピープロテクトを外して、コンピュータプログラムを不

正コピーする行為は不正競争行為に該当するが、コピープロテクトを外す機器を販売

する行為は不正競争行為には該当しない。 

ウ．オーストラリア産の羊毛を用いて、イタリアで生地が製造され、その生地を使って中

国で紳士服が仕立てられた。この場合の紳士服について、原産地を「イタリア」と表

示する行為は、不正競争行為には該当しない。 

エ．ハンバーガーショップＸは、ライバルのハンバーガーチェーンＹが、安売り攻勢を掛

けてきたことに対抗し、「Ｙ社のハンバーガーは品質の低いビーフを使用している」と

いうチラシを配布した。この場合、ハンバーガーショップＸの行為は、不正競争行為

には該当しない。 
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【問題 28】インサイダー取引とは、「会社関係者が、重要事実の発生後、公表前に、重要事実を

知りながら、その会社の株式の売買を行うこと」である。次のうち、金融商品取引法

におけるインサイダー取引に該当する可能性が最も低い行為はどれか。 

ア．２カ月前にＳ社の取締役を解任されたＡは、取締役在任中に今期の経常利益が予測よ

りも２０％好転する見込みであることを聞き、その事実の公表前にＳ社の株式を買い

付けた。 

イ．Ｙ社の隣の会社に勤務するＤは、行きつけの居酒屋で、Ｙ社の社員間の会話によって

Ｙ社が近々に合併することを偶然に聞きつけ、その事実の公表前にＹ社の株式を買い

付けた。 

ウ．Ｘ社において、振り出した約束手形の支払資金ショートによる不渡りが発生した。こ

の事実を知ったＸ社の取引銀行の取締役Ｃは、株価の下落による損失を避けるため、

保有していたＸ社の株式を公表前に売却した。 

エ．Ｔ社のマーケティング部長Ｂは、自社開発部長から「自社の特許であるバイオテクノ

ロジーの技術を活かした新製品の開発に成功した」という報告を経営会議で受けた。

そのため、新製品情報の公表前にＴ社の株式を買い付けた。 

 

 

【問題 29】金融商品取引法で禁止されている事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはど

れか。 

ア. インターネット上の掲示板を利用し、株価の変動を目的に、事実と異なる情報を流す

ことは「風説の流布」として禁止されている。しかし、根拠に合理性がない情報を流

すことまでは、憲法の「表現の自由」の関係から、特に規制されていない。 

イ. 証券会社が顧客の損失を補填することは禁止されている。しかし、罰則が科せられる

のは証券会社のみであり、顧客は不当利得の返還の義務があるだけで、罰則の規定は

特に存在しない。 

ウ. 同じ投資家が同じ企業の株式に同時に売りと買いの注文を出し、権利の移転を目的と

しない架空の売買を行うことは禁止されているが、他者と通謀して同様の行為を行う

ことまでは金融商品取引法では禁止されていない。 

エ. 会社関係者は一般の投資家と比較すると、株価の変動に影響を与えるような情報を入

手しやすい立場にいるため、公表前に重要事実を知りながら、その会社の株式などを

売買することは禁止されている。会社関係者には会社役員の友人、顧問弁護士など社

外の人間までも該当し、会社関係者として処罰の対象となる可能性がある。 
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【問題 30】個人情報保護法に関する次の文章の空欄にあてはまる語句として、最も適切なものは

どれか。 

個人情報保護法が規定する個人情報とは、(    )に関する情報であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の(    )を識別することができるも

のいい、また、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の(    )を識別

することができるものを含む、ものである。 

ア．生存する個人(法人も含む) 

イ．生存する個人(死亡した著名な個人も含む) 

ウ．生存する個人(外国人は含まない) 

エ．生存する個人(外国人も含む) 

 

 

【問題 31】Ａ氏の会社では、社内のメールはすべて会社が内容を見ることができることになって

おり、時折、総務担当者がチェックしている。次のＡ氏の発言のうち、プライバシー

保護と、会社の業務管理要請のバランスの観点から、適切なものの組み合わせはどれ

か。 

１： 社内で仕事以外のメールをすることは本来許されていないのだから、前もって予告され

ていれば、メールの中を覗かれても仕方ない。 

２： メールは、社員とメール相手のプライバシーに関連するもので、会社がその内容を見

ることは一切許されていない。 

３： 会社のメールであっても特に必要もないのに、事前に予告もなく内容を覗き見れば、

プライバシー侵害となる場合もある。 

ア．１と２ 

イ．１と３ 

ウ．２と３ 

エ．なし 
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【問題 32】次の①から④の法律名と、ＡからＤの法律が制定された目的や法律の内容の組み合わ

せとして、適切なものはどれか。 

＜法律名＞ 

①循環型社会形成推進基本法 

②廃棄物処理法 

③化学物質審査規制法 

④地球温暖化対策推進法 

 

＜法律が制定された目的や法律の内容＞ 

Ａ： 工場や事業所、建築物、機械器具に具体的基準を設けて、省エネルギーを促進し、温

暖化の原因とされる二酸化炭素の発生を抑制することを目的として制定された法律

である。 

Ｂ： 廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めた法律である。 

Ｃ： 廃棄物の定義や、その処理責任・処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法

律である。 

Ｄ： 新規の化学物質の製造または輸入を行う場合には、事前に安全性の審査を受けること

を義務付けている法律である。 

ア．①とＣ 

イ．②とＢ 

ウ．③とＤ 

エ．④とＡ 
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【問題 33】 Ｘ社の営業社員たちが、消費者契約法について議論している。次のうち、最も不適切

な発言をしている者は誰か。 

Ａ 氏： 消費者契約法は、消費者と事業者の間には情報の質や量・交渉力に格差があるこ

とを正面から認めた上で、対等な者同士の関係を前提にしている民法の原則を修

正する趣旨で制定された法律だね。 

Ｂ 氏： 消費者契約法は消費者と事業者との間の契約に適用されるけど、ここにいう「消

費者」から法人が除かれているのは、法人は、一般的に、必要な情報や交渉力を

持っているからだと考えることができるね。 

Ｃ 氏： 消費者契約法の趣旨からすれば、例えば、年金暮らしのお年寄りが、以前に営ん

でいた運送会社の名前で、業者から言われて高額の契約を結ばされたようなケー

スでは、形式的には法人の契約であっても、実質的には個人の契約だと考えて、

消費者契約法による取消しを認めるべきだよ。 

Ｄ 氏： 法の趣旨を実質的に考えると、消費者と事業者との契約であっても、消費生活と

は関連の薄い投機取引や不動産取引には、消費者契約法を適用すべきではないこ

とになるね。 

ア. Ａ氏 

イ. Ｂ氏 

ウ. Ｃ氏 

エ. Ｄ氏 

 

 

【問題 34】特定商取引法が適用される取引類型に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ

か。 

ア．「訪問販売」には、路上で呼び止めて営業所に勧誘するキャッチセールスは含まない。 

イ．「通信販売」とは、新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手

段により申込みを受ける販売形態のことをいう。 

ウ．「連鎖販売取引」とは、人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形

で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売形態をいい、マルチ商法とも

呼ばれるものである。 

エ．「特定継続的役務提供」とは、一定期間を超える継続的な役務の提供とこれに対する

一定額以上の対価を約する取引をいい、現在、エステティック、語学教育、家庭教師

等、学習塾等、結婚相手紹介サービス、パソコン教室などが対象とされている。 
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【問題 35】労働条件に関する次の記述のうち、労働基準法・労働組合法において認められるもの

はどれか。 

ア．日曜日に営業しているＡ社では、労働者が日曜日の労働時間中に選挙の投票に行った

場合、その時間の賃金を支払っていない。 

イ．Ｂ社で、営業部員が、顧客から預かっていた２,０００万円を着服していた事実が発

覚した。このため、同社では、営業部員が着服などを行った場合には１,０００万円

の賠償金を会社に支払うことを内容とする着服防止条項を、コンプライアンス条項の

１つとして労働契約の一部に導入した。 

ウ．Ｃ社の経営陣は、労働組合との交渉に時間を使いすぎて経営効率が悪くなっていると

判断したことから、今後入ってくる新入社員については、労働組合に参加しないこと

を雇用の条件とした。 

エ．Ｄ社では、男女平等を積極的に推進するために、女性社員が産後１週間を経過した段

階で職場復帰を希望するときには、これを認めている。 

 

 

【問題 36】就業規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ア．就業規則とは、労働者が自らの働き方の最低限のルールを定めるために、職場での最

低限のルールを労働者自らが定めるものである。 

イ．就業規則とは、使用者と労働組合の間で合意・締結される労働協約の別の言い方であ

り、意味は同じである。 

ウ．就業規則とは、使用者が一方的に定める働き方のルールであるから、その作成にあた

って、労働者やその代表に意見を聞く必要はない。 

エ．就業規則は、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 
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【問題 37】公益通報者保護法に関する次の発言者のうち、コンプライアンスの観点から見て不適

切な発言をしている者の組み合わせはどれか。 

Ａ 氏： ２００６年に公益通報者保護法ができたが、仮にこの法律がなくとも、従業員によ

る正当な内部告発は企業の自浄作用を促すものとして奨励すべきである。重大な違

法行為が発覚すれば、会社の受けるダメージは計り知れない。 

Ｂ 氏： Ａ氏の発言は一般論として理解できるが、賛成はできない。法令違反を知ったら、

社内で正々堂々とそれを指摘して、間違いを正すべきである。内部告発という密告

や告げ口のような陰湿な手法は当社の社風には合わない。したがって、法律ができ

たからといって内部告発を奨励することには賛成しかねる。 

Ｃ 氏： 法律違反等の問題が起きたら、まずは社内で解決するのが筋である。ただ、問題提

起しても握り潰される可能性もあるし、評価が悪くなったり、望まない部署などへ

異動させられる可能性もあるから、内部告発はまさにそのような場合に機能するも

のといえる。 

Ｄ 氏： Ａ氏の意見は理解できるが、すこし甘いのではないか。正当な内部告発かどうかの

判断は、法律の専門家でない一般社員には困難である。正当かどうかに関係なく、

おかしいと感じることがあれば、内部告発を積極的に奨励すべきである。 

ア. Ａ氏とＢ氏 

イ. Ｂ氏とＣ氏 

ウ. Ａ氏とＣ氏 

エ. Ｂ氏とＤ氏 

 

 

【問題 38】インターネットを利用した電子商取引に関する次の発言のうち、誤っているものはど

れか。 

ア．「契約書がなくても、契約は成立するんだよ。」 

イ．「でも、契約書がない場合、口頭で必ず約束しなきゃならないよ。」 

ウ．「インターネット上では、１クリックしただけでも契約は成立するよ。」 

エ．「自動販売機で、ジュースを買う場合と同じだね。」 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【問題 39】不正アクセス行為の禁止等に関する法律（いわゆる不正アクセス禁止法）に関する次

の記述のうち、法律で禁止されているものはどれか。 

ア．誰にも言わずに、首相官邸のホームページ（http://www.kantei.go.jp/）にアクセス

した。 

イ．リンクをたどって、作成途中のホームページを発見し、アクセスした。 

ウ．友人から、第三者のＩＤとパスワードを教えてもらい、それを使って会員ではないの

に会員専用ホームページにアクセスした。 

エ．ある個人を攻撃し、誹謗中傷するための情報を得るため、その個人のホームページに

アクセスした。 

 

 

【問題 40】刑法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

ア．１４歳未満は刑事未成年といって、犯罪を行っても処罰されない。 

イ．病気などで心神喪失の状態にあったときに行った犯罪については処罰されない。 

ウ．犯罪を行っても、自首すれば刑が軽くなることがある。 

エ．一度犯罪に手を染めた以上、途中で思いとどまっても、最後まで遂げた場合より刑が

軽くなることはない。 
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ビジネスコンプライアンス検定 

初級 サンプル問題 

 

正答・解説 
 

 

 

《正答》 

問題 １ ウ 問題 ２ エ 問題 ３ ウ 問題 ４ イ 問題 ５ エ 

問題 ６ ア 問題 ７ イ 問題 ８ エ 問題 ９ ウ 問題１０ ウ 

問題１１ エ 問題１２ イ 問題１３ ウ 問題１４ ウ 問題１５ イ 

問題１６ エ 問題１７ ウ 問題１８ ウ 問題１９ エ 問題２０ エ 

問題２１ ウ 問題２２ ウ 問題２３ ア 問題２４ ウ 問題２５ エ 

問題２６ エ 問題２７ ア 問題２８ イ 問題２９ エ 問題３０ エ 

問題３１ イ 問題３２ ウ 問題３３ エ 問題３４ ア 問題３５ ア 

問題３６ エ 問題３７ エ 問題３８ イ 問題３９ ウ 問題４０ エ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

【問題 1】正答 ウ 

コンプライアンス・オフィサーとして「最初にとるべき対応」は、社内の実情やコンプライアンス・プロ

グラムの内容等に応じて様々であり、選択肢ア、イ、エはいずれも、「最初にとるべき対応」として考え得る

ものである。しかし、選択肢ウのように、情報の真実性について何の調査もせず、社内的にも何の了解もと

らないで社内の違法行為に関する情報をいきなり当局に提供するというのは、少なくとも企業に所属するコ

ンプライアンス・オフィサーとしてとるべき対応ではない。 

 

【問題 2】正答 エ 

１：該当する。当該企業の出資者であり、当然ステークホルダーである。 

２：該当する。ある製品について競争関係にある企業は、独占禁止法、不正競争防止法、知的財産法など、

ステークホルダーとして、基本方針に分類すべき事項が多数ある。 

３：該当する。事業分野についての監督官庁は、その事業の存続に決定的な影響力を有するのであるから、

ステークホルダーに該当する。 

４：該当する。契約社員であっても、当該企業の従業員に変わりないので、当然、ステークホルダーに該当

する。 

５：該当する。工場の周辺住民は、工場の周辺環境への影響という点でステークホルダーになる。 

以上のことから、ステークホルダーに該当するものは１から５のすべてであり、エが正解となる。 

 

【問題 3】正答 ウ 

（完成文） 

「日本固有の司法制度および違法行為の形態を前提にした場合、コンプライアンスのあり方はどのよう

に考えるべきか。まず、コンプライアンスを（①Ａ 法令遵守）と捉えた場合、経営陣が法令ばかりを重

視したことによる（②Ｆ 言い訳コンプライアンス）が横行することになり得る。これはひいては従業員

間に（③Ｈ 事なかれ主義）がまん延する結果に繋がり得るであろう。他方、コンプライアンスを（④Ｂ 

社会的要請への適応）と捉えた場合、社会環境の急激な変化に適応していくことが（⑤Ｌ 法令の遵守と

同様またはそれ以上に）重要となる。また、コンプライアンスを（④Ｂ 社会的要請への適応）と捉える

立場からは、（⑥Ｉ 遵守）という後ろ向きの暗いイメージの言葉でコンプライアンスを捉えることによる

（⑦Ｃ コスト意識）から抜け出すことも可能になる。つまり、コンプライアンスは組織が生き生きと活

動し社会の要請に応えていくための（⑧Ｊ パワーの源）と捉えること等が可能になるのである。」 

（解説） 

 本問はコンプライアンスのあり方に関する基本的理解を問うものである。空欄④にそれ以降の文脈との

関係で「社会的要請への適応」が入ることに気づけば、後は語句群内の語句のニュアンスに注意しつつ空

欄を埋めることで正答に至ることは容易であろう。 

以上のことから、ウが正解となる。 

 

【問題 4】正答 イ 

  （事例について） 

   事例１は、形式的な違法は存在するもののその程度が軽微である点がポイントである。他方、事例２は、

形式的違法こそ存在しないものの、東証一部上場の大手証券会社として株主を中心とするステークホルダー

に情報開示の責任が生じ得るケースである点がポイントである。 

  （説明について） 

ア：正しい。コンプライアンスを「法令遵守」と捉える見解Ａは、形式的な違法があれば法令を遵守してい

ないとしてコンプライアンス上問題が生じるという評価に結びつく。この点、事例１には軽微ではあれ

建築基準法上の違法があるから、見解Ａとの関係ではコンプライアンス違反の問題が生じる。 

イ：誤り。たしかに、コンプライアンスを「社会的要請への適応」と捉える見解Ｂは、事例１のように建築

基準法上の違法がある場合であっても、その行為が社会的要請に沿っており、その程度も軽微といい得

る場合にはコンプライアンス違反として問題視しないという評価に結びつくこともある。しかし、説明

イはコンプライアンス違反の問題が「生じ得ない」と断定している点で誤っている。 

ウ：正しい。事例２は形式的違法が存在しないので、見解Ａに立って検討した場合、法令違反がない以上、

原則としてコンプライアンス違反の問題は生じないといえる。 

エ：正しい。事例２のように形式的違法が存在しない場合であっても、コンプライアンスを「社会的要請へ

の適応」と捉える見解Ｂからは、東証一部上場の大手証券会社であるＮ社に、株主や投資家、ひいては

経済社会一般からの要請として事実関係や発生原因等について説明責任が生じ得る。Ｎ社の対応は社会

的な要請に適応していなかったと評価し得るので、コンプライアンス違反の問題が生じ得る。 

 

 



 

 

【問題 5】正答 エ 

   本問はコンプライアンスの要素に関する基本的知識を問うものである。 

   ①②について。部長Ｘの第３発言には、「ただ、実務上は、（ ② ）が先に行われるでしょう」とある。

ここで、方針を明確化した上でその方針に沿った組織構築を行うという前後関係に関する基本的理解をベー

スに、①には「ａ．組織の構築」が、②には「ｂ．方針の明確化」が入ることがわかる。 

   ③について。既に「前者」が「組織の構築」であることがわかっているので、その具体例といえる「ａ．

コンプライアンス・オフィサーを設置すること」が入ることがわかる。 

   ④について。ここで「ａ．基本方針の修正」とは、むしろ後述の治療的コンプライアンスの局面で検討さ

れるものである。他方、予防的コンプライアンスとは「ｂ．組織が機能しているかの監視」に代表されるよ

うに、構築した組織を実際に運用していく一連のプロセスを指すものといい得る。したがって、④にはｂが

入る。 

   ⑤について。ここには予防的コンプライアンスの場面で重要な要請を示す言葉が入る。そして、そのよう

な要請として適切なのは「ａ．トップおよびボトムのセンシティビティー（鋭敏性）」である。 

   これらが十全に機能することで社会的要請への適応について、ベストなコラボレーションが実現し得るか

らである。したがって、⑤にはａが入る。 

   ⑥について。ここでは治療的コンプライアンスの具体的内容が問題にされている。そして、社会的要請へ

の適応という観点から「ａ．法的責任の成否に関する検討」が全く不要とまではいえないが、治療的コンプ

ライアンスはむしろ「ｂ．事実関係の把握、原因の究明、是正措置の検討」を重視した考え方である。した

がって、⑥にはｂが入る。 

以上のことから、エが正解となる。 

 

【問題 6】正答 ア 

１：適切。内部統制とは、①業務の有効性および効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等

の遵守、④資産保全の４つの目的が達成されている合理的な保証を得るため、業務に組み込まれ、かつ    

組織内のすべての者によって遂行されるプロセスを意味する。「リスクの評価と対応」は、このうちの③ 

などを保証する要素といえる。 

２：適切。モニタリング（監視活動）は、１の解説で述べた①や②の適切性を確保する手段といえ、内部統

制の要素といえる。 

３：適切。統制環境の実効化は、１の解説で述べた①から④までの目的の達成手段として評価でき、内部統

制の要素といえる。 

４：不適切。クライシスマネジメントは、基本的に事前的措置を志向する内部統制論とは関係が薄い。 

５：適切。３の統制環境を前提に統制活動が行われることで、１の解説で述べた①から④の目的達成が可能

になっていく。したがって、これも内部統制の要素といえる。 

 以上のことから、不適切なものは１つであり、アが正解となる。 

 

【問題 7】正答 イ 

１：不適切。自社の保身のみを考えた不適切な対応であり、被害の拡大を防ぐ観点からも、事故の発生と原

因になったと考えられる商品の情報を販売店や消費者へ伝えるべきである。 

２：適切。自社製品が原因であることも念頭に置き、事実関係の確認を早期に行う必要がある。 

３：適切。万一の被害の拡大を防ぐため、確定的ではなくとも、自社製品が事故の原因である可能性が高い

場合には、直ちに販売停止等の措置を講じる必要がある。 

４：不適切。製品に欠陥がある可能性が高いと判断されたにもかかわらず、「使用上の注意を守れば安全」と

いう説明は、その責任を消費者に転嫁するという最も不適切な対応である。 

以上のことから、適切なものは２と３であり、イが正解となる。 

 

【問題 8】正答 エ 

 コンプライアンスを「社会的要請への適応」と考えた場合、甲社に法的責任がないことを理由に何らの対

応策もとらない、または、被害者の訴訟提起を待つという処理は、対消費者向けの家電メーカーとしての企

業倫理に反する。したがって、選択肢アとイは適切ではない。 

 次に、たしかに乙社に損害賠償請求をすれば乙社から賠償金がとれるかもしれないが、それとは別に消費

者のイメージが悪化して、他の商品まで売れなくなるなど、より大きな経済的不利益が生じる可能性があり、

コンプライアンス的観点から考えて適切な方法とまではいえない。したがって、選択肢ウは最も適切な方法

とまではいえない。 

 むしろ、甲社は消費者に接するメーカーであるので、消費者の利益のため部品メーカーとの緊密な協力関

係の下、不具合情報を迅速に公表して修理等の対応をすばやく進めていくことを考える方が、「社会的要請へ

の適応」という意味でのコンプライアンスに合致した行動といえる。 



 

 

【問題 9】正答 ウ 

1：可能性はない。刑事責任は、国家が私人に刑罰を科すかどうかという公法の分野に属する問題であり、私

人間の権利関係を規定する法律である民法には、刑罰に関する規定はない。よって、民法違反が刑事責任

となる可能性はない。  

2：可能性がある。会社法も原則的には民法と同様、私人間に適用される「私法」であるが、例えば、会社法

960 条において、刑法上の背任罪を加重した特別背任罪が規定されており、取締役や監査役などが任務に

違反して会社に損害を与えた場合、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられる可能性がある。  

3：可能性がある。著作権法 119条 2項によれば、著作者人格権や著作権を侵害したものは、5 年以下の 懲役

若しくは 500万円以下の罰金に処せられるなど、いくつかの罰則規定が置かれている。  

4：可能性がある。不正アクセス行為の禁止等に関する法律 7 条及び 12 条 4 項によれば、不正アクセス行為

を行った者は、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処せられる可能性がある。  

 以上のことから、刑事責任を問われる可能性がある法律は 2と 3と 4であり、ウが正解となる。 

 

【問題 10】正答 ウ 

ア：不適切。コンプライアンス違反に対する制裁に関し、社内規程による懲戒処分と刑事処罰と行政上の措

置は、それぞれ全く別の法的根拠に基づくものである。なお、行政上の措置としては、例えば、独占禁

止法による課徴金がある（同法７条の２）。 

イ：不適切。コンプライアンス違反に対する制裁に関し、社内規程による懲戒処分と刑事処罰と行政上の措

置とはそれぞれ全く別の法的根拠に基づくものであり、また、当該行為により第三者に対して損害を発

生させた場合には、民事上の損害賠償責任が発生する場合もある（例 民法７０９条）。 

ウ：適切。選択肢イの解説にある場合のほかに、特別法(例 独占禁止法、不正競争防止法、知的財産法)に

より損害賠償請求が認められる場合がある。 

エ：不適切。コンプライアンス違反に対する制裁の判断基準時は、当該社員の行為時であるから、既に会社

や組織を退職した社員であっても、コンプライアンス違反に対する制裁は科されることになる。例えば、

社員の当時の行為が、法令に抵触していたのであれば、時効成立等の場合を除いて、その行為時を基準

に、刑事処罰、行政上の措置が科せられる。また、その行為を基準にすると、社内規程による懲戒処分

適用が想定され、懲戒解雇の適用の場合には、退職時に支払われた退職金の返還請求の問題も発生する

ことになる。ただし、適正手続きの観点から、就業規則においてこうした措置をとることができる旨の

規程を設けなければならないといえる。 

 

【問題 11】正答 エ 

ア：Ｇ社は刑事罰適用の可能性が低いとはいえない。本件でＧ社の従業員であるＡは、上場会社Ｋ社の発行

済み株式に関する公開買付け決定という重要事実を公開買付者であるファンドの従業員から伝達されて

知った上で本件取引を行っており、Ａの行為はインサイダー取引に該当する（金融商品取引法１６７条

１項１号、３項）。そして、本件はＡが企業情報部の「業務」の一環で知り得た情報を用いており、その

点で「法人」であるＧ社にも罰金刑が科される可能性が十分にある（同法２０７条）。２０７条はいわゆ

る両罰規定であって、Ｇ社の過失は推定されるに過ぎない。しかし、本件において、Ｇ社ではシステム

が機能しているかのチェックが十分に行われていなかったのであり、推定を覆すような事情は存在しな

い。したがって、Ｇ社には２０７条の罰金刑が適用される可能性がある。 

イ：取締役Ｂは刑事罰適用の可能性は高い。本件でＸ社の「取締役」（会社法９６０条１項３号）であるＢは、

借金返済という「自己の利益」を図る目的でＹ社からの委託信任関係に反して同社の顧客や新薬開発上

のノウハウに関するデータを競合他社であるＷ社に売りつけており、この行為は特別背任罪に該当する

可能性が高い。本肢では、取締役Ｂの刑事責任の成否を問うているので、Ｘ社の刑事罰に関する検討は  

不要である。 

ウ：Ｗ社は刑事罰適用の可能性は高い。本件でＷ社の社員であるＣが行った会合への参加および基本ルール

の策定は「共同」行為（独占禁止法２条６項）といえ、Ｗ社を含めた４社による「相互拘束」行為とい 

える。また、Ｗ社の国内向け部品αの市場占拠率（シェア）は業界第１位（４０％）であり、競合他社

３社との合計市場占拠率は実に８０％を超えている。これらの点でＷ社を含めた４社がこの市場におけ 

る価格カルテルを行ったとして「競争の実質的制限」が認定される可能性は極めて高く、Ｃ個人に独占

禁止法８９条１項１号の刑罰が適用されるほか、同法９５条の両罰規定によってＷ社にも５億円以下の

罰金刑が科される可能性が高い。なお、両罰規定の適用は過失の推定を覆すことによって回避できるが、

本件の「Ｗ社は、Ｃが業界に精通したベテランであったこともあり、仕事をまかせっきりにしていたた

め、Ｃのこの行為を公正取引委員会からの連絡で初めて知った」という事実関係からは、Ｃを適切に監

視していた等の事情はなく、過失の推定を覆すのは事実上不可能であろう。 

エ：取締役Ｄは最も刑事罰適用の可能性が低い。まず本件のような総会屋対策としての金員支出は会社法１

２０条１項の利益供与にあたる。そして、この利益供与に関しては同法９７０条により刑事罰が定めら 

れているが、同条１項により実際に利益供与を行った「使用人」であるＥが刑事責任を追及される可能 

性はある。ただ、取締役Ｄとの関係でいえば、同人は利益供与を防止できなかっただけで、自己が利益



 

 

供与をしたわけでもなく、利益供与に関与したわけでもない。したがって、最も刑事罰適用の可能性が

低い。 

 

【問題 12】正答 イ 

Ａ氏：不適切。憲法は最高法規であり（憲法９８条１項）、憲法に違反することはできない。企業活動にお

いても、例えば、定年年齢に男女で差を設ける就業規則は「不合理な差別の禁止」（憲法１４条）に

違反するのではないか（最判昭５６年３月２４日）、採用面接時に所属政党の表明を求めるのは「思

想の自由」（憲法１９条）に違反するのではないか（最判昭６３年２月５日）など、憲法に関係した

訴訟は多数ある。 

Ｂ氏：適切。条例の法規範性は、①憲法が地方公共団体の条例制定権を認めていること（憲法９４条）、②

選挙によって選ばれた代表者によって制定される点で国会の法律と同様に民主的基盤があることなど

を根拠に認められている。企業は、社会の一員として地域の条例に従う義務があるといえる。 

Ｃ氏：適切。条例は、「法律の範囲内で」制定されるにとどまる（憲法９４条）。全国民の代表者（国会）

が制定する法律が上位となり、法律に違反する条例を定めることはできない。 

Ｄ氏：不適切。政令は、成立した法律について「その法律の実施に必要な規則」や「法律が委任する事項」

を定めるために内閣が制定する。主となる法律に違反することはできない。 

以上のことから、適切な回答をしている者はＢ氏とＣ氏であり、イが正解となる。 

 

【問題 13】正答 ウ 

私法の領域において民法は一般法であり、商法などは、特別の場合に修正しようとする場合に作ら

れた特別法である。一般法と特別法でその適用の順序には決まりがあり、法の適用は一般法が基本と

なるが、ある法律関係について適用される特別法がある場合で、その特別法の規定が一般法の規定と

違う場合には、特別法が優先されることとなる。よって、本問の場合、民法より商法が優先的に適用

されることになる。さらに、 

契約自由の原則から、強行規定に反しない限りで法律の規定と異なる規定を当事者間の契約において

お互い 

に約束することができる。瑕疵担保責任を負う期間についての定めは、強行規定ではないので、法律

と異なる定めができ、その場合、当事者間ではその契約の内容が優先的に適用されることになる。 

以上のことから、適切な発言をしている者はＣ氏であり、ウが正解となる。 

 

【問題 14】正答 ウ 

社員Ａ：誤り。従来は、商法の中に「会社編」として合名会社・合資会社・株式会社に関する規定があり、

有限会社に関する規定は有限会社法に規定されていた。しかし、平成１７年の商法改正により、「会

社法」が独立して制定され、有限会社法は廃止された。これにより、新たな有限会社は設立できな

くなったが、既存の有限会社は特例有限会社として継続することが認められ、会社法上は株式会社

と同様に扱われる。 

社員Ｂ：誤り。従業員は、企業活動にとって欠かせない存在である。しかし、経営者（使用者）との関係で

は、従業員は弱い立場に置かれがちであるため、労働者を守るための様々な法律が制定されている。

それらを総称して「労働法」と呼んでいるのであり、「労働法」という法律があるわけではない。 

社員Ｃ：正しい。企業活動は、自由経済社会の中で、公正かつ自由な競争のもとで行われなければならない。

「公正かつ自由な競争」を実現させるためには、どの企業にも適用される共通したルールが必要な

ため、価格カルテルや入札談合など、市場の独占や談合を禁止する法律として「独占禁止法」が制

定されている。 

社員Ｄ：誤り。不当な景品付販売や広告表示による顧客誘引を防止するため、消費者の自主的かつ合理的な

選択を阻害するおそれのある行為を禁止しているのが「景品表示法」であり、他社商品との類似表

示や模倣商品の販売を禁じているのが「不正競争防止法」である。 

以上のことから、正しい発言をしている者は社員Ｃであり、ウが正解となる。 

 

【問題 15】正答 イ 

まず、図の比較をすると、左側が株式会社の仕組みについての図であり、右側が国の統治機構についての

図であることがわかる。最初に、（Ａ）について検討すると、取締役を決議によって選任するのは、株主の集

まりである株主総会の権限である（会社法３２９条１項）。したがって、（Ａ）には「株主」が入る。 

次に、（Ｄ）について検討すると、憲法１５条３項で「成年者による普通選挙」が保障されており、公職選

挙法９条１項で、現在の日本において選挙権を有するのは、「日本国民で年齢満２０歳以上の者」と規定され

ているので、（Ｄ）には「２０歳以上の男女」が入る。 

そして、（Ｃ）について検討すると、憲法４３条１項で、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員で 



 

 

これを組織する」と規定されているので、国民の選挙によって選ばれるのは衆議院および参議院の議員とい 

うことになり、（Ｃ）には「国会議員」が入る。 

最後に、（Ｂ）について検討すると、憲法６７条１項に「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で

これを指名する」と規定されているので、（Ｂ）には「内閣総理大臣」が入る。 

国会の構成員である国会議員は国民の選挙によって選ばれ、また、行政府の長である内閣総理大臣もその

国会議員の中から選ばれるというこの仕組みが日本の国民主権の統治機構である。 

以上のことから、（Ａ）～（Ｄ）の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、イが正解となる。 

 

【問題 16】正答 エ 

民法によれば、売買契約の成立時期は当事者の（Ａ申込みと承認が合致した）時であり、この場合には代

金の支払いや目的物の引渡しを必要と（Ｂしない）。しかし、特約のない限り、「代金の支払い」や「目的物

の引渡し」といった相手方の履行があるまで、自己の履行を拒むことが（Ｃできる」（民法５５５条、５３３

条）。 

以上のことから、（Ａ）～（Ｃ）の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、エが正解となる。 

 

【問題 17】正答 ウ 

１：不適切。事例では、ソフトウェア開発のほか、システムコンサルティングも委託しようとしており、仕

事の完成を目的とする請負契約のみが成立するとはいえない。「委託」には、その内容により、請負の性

質を有するものと委任の性質を有するものがある。 

２：適切。コンサルティング業務は、一定の仕事の完成を目的とするものではなく、「一定の業務（事務）の

委託＝準委任」であると考えられるため、ソフトウェア開発の請負を含めた「業務委託契約」を締結す

ることができる。 

３：不適切。民法上の委任契約は原則として無償であるが、報酬付とすることもできる（民法６４８条）。な

お、準委任契約には、委任契約の規定が準用される（民法６５６条）。 

４：適切。請負契約においては、契約上で禁じられている場合を除き、請負人は業務の一部を第三者に下請

負いさせることができる。 

 以上のことから、適切なものは２と４であり、ウが正解となる。 

 

【問題 18】正答 ウ 

取締役は、株式会社の必要的機関であり、取締役会を置く株式会社では、その員数は（A 3 名）以上で

なければならない（会社法 331条 4項）。  

公開会社は、広く経営の適任者を抜擢するため、取締役の被選任資格を（B 株主）に限定する旨を定款

によって定めることはできないとされている（会社法 331条 2項本文）。  

また、会社の経営状況をより厳格に監督させるため、株式会社を委員会設置会社とした場合には、各委

員会の委員の過半数は（C 社外取締役）でなければならないとされている（会社法 400条 3項）。  

 以上のことから、（A）～（C）の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、ウが正解となる。 

 

【問題 19】正答 エ 

ア：適切。定款又は取締役会において招集権者の定めがない限り、取締役会は、各取締役から招集すること

ができる（会社法３６６条）。 

イ：適切。取締役には忠実義務があり、取締役会に代理人を出席させることはできない（会社法３５５条）。 

ウ：適切。公開会社など監査役設置会社の監査役には、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務

がある（会社法３８３条）。ただし、議決権を行使することはできない。 

エ：不適切。公開会社など取締役会設置会社において、代表取締役の選定又は解職は、取締役会の決議によ

り行う（会社法３６２条２項３号）。 

 

【問題 20】正答 エ 

株主とは、出資額を限度として、会社債権者に対して（Ａ 間接・有限）責任を負う個人や法人のこと

であり、この株主に認められる権利として（Ｂ 自益権）と（Ｃ 共益権）がある。（Ｂ 自益権）とは、

主に経済的な利益を受けることができる権利であり、具体的には、利益配当請求権や残余財産分配請求

権などが認められている。一方、（Ｃ 共益権）とは、会社の経営に参加することができる権利であり、

株主総会への出席・議決権や株主総会に対する議題の提案権のほか、代表訴訟の提起権など、会社に対

して各種の訴えを提起する権利も認められている。  

以上のことから、（Ａ）～（Ｃ）の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、エが正解となる。 

 



 

 

【問題 21】正答 ウ 

ア：違反になる可能性が高い。このケースでは、一定の場所的範囲内に本店を有するＸ社、Ｙ社およびＺ社

が生コンクリートの販売価格引上げの基本合意を行っている。この行為は、３社の甲県南部における販

売シェアの高さを考えれば価格カルテルにあたる可能性が高く、独占禁止法２条６項の「不当な取引制

限」に該当し、同法３条後段に違反する可能性が高い。 

イ：違反になる可能性が高い。このケースでは、Ｌ社が金利スワップ契約締結という条件を付して融資を行

った行為が「不公正な取引方法」（独占禁止法２条９項）にあたらないかが問題となる。そして、かたや

国内有数の大手銀行であるＬ社が資金繰りに苦しむ個人事業者Ａにこのような条件を付せば、Ａはその

条件に従うことを事実上余儀なくされているといえる。したがって、このケースのＬ社の行為に不公正

な取引方法の１つである「優越的地位の濫用」（同項５号）が成立する可能性が高い。 

ウ：最も違反になる可能性が低い。このケースでは、Ｍ社らが行うこととした共同販売事業が一定の共同行

為を規制する独占禁止法２条６項の「不当な取引制限」にあたるかが問題となる。そして、Ｍ社らが極

めて小さなシェアしか有していなかった状況の打開策として共同販売事業を行うことは、共同すること

で販売コスト削減や販売促進活動による競争力強化を狙いとしており、これは公正な競争を促進する効

果を期待し得る。したがって、この行為が実質的な競争制限を要件とする「不当な取引制限」に該当す

る可能性は高くなく、他の３つの事案と比べ独占禁止法に違反する可能性がもっとも低いといえる。 

エ：違反になる可能性が高い。このケースでは、Ｗ社が行った記事配信および広告集稿に関する妨害行為が

「私的独占」（独占禁止法２条５項）にあたり、同法３条前段に違反するかが問題となる。そして、もと

もと丙県全域において日刊新聞紙の発行分野で第１位のシェアを有していたＷ社がこの行為を行えば、

Ｇ社は丁地域で夕刊新聞紙の発行市場に新規参入したとしてもその事業活動が著しく困難にされており、

これは私的独占の「排除」行為にあたる可能性が高く、丁地域の夕刊新聞紙発行市場における実質的な

競争制限の要件も満たす可能性も高い。 

 

【問題 22】正答 ウ 

①：規定されている。「私的独占及び不当な取引制限」は、独占禁止法の「第２章」（第３条～第７条の２）

として規定されている。 

②：規定されていない。「利益相反取引」は、会社法３５６条などに規定されている。 

③：規定されている。「差止請求及び損害賠償」は、独占禁止法の「第７章」（第２４条～第２６条）として

規定されている。 

④：規定されていない。「不当利得」は、民法７０３条～７０８条に規定されている。 

⑤：規定されている。「不公正な取引方法」は、独占禁止法の「第５章」（第１９条～第２０条の７）として

規定されている。 

以上のことから、規定されているものは①と③と⑤であり、ウが正解となる。 

 

【問題 23】正答 ア 

ア：可能性が低い。独占禁止法が禁止する私的独占とは、事業者が単独で、または他の事業者と結合して人

為的に市場の寡占・独占化を図ることをいい、本肢のように企業努力によって市場から評価を得た結果、

シェアを獲得した場合を含まない。 

イ：可能性が高い。過半数のシェアを獲得するための合併は、人為的な市場の独占につながる行為であり、 

独占禁止法が禁止する私的独占に該当する可能性が高い（独占禁止法３条、２条５項、９条）。 

ウ：可能性が高い。業界内の有力企業が結合して人為的に製品価値を引き下げる行為は、業界への新規参入

を困難にする可能性があり、独占禁止法が禁止する私的独占に該当する可能性が高い（独占禁止法３条、

２条５項）。 

エ：可能性が高い。役員を同業他社に派遣し、または同業他社の役員を兼任することは、人為的な市場の支

配につながるため、独占禁止法が禁止する私的独占に該当する可能性が高い（独占禁止法３条、２条５項、

１３条）。 

 

【問題 24】正答 ウ 

著作権法は、「著作者」について「著作物を創作する者」と規定していることから（２条１項２号）、この「著

作者」となるための要件としては、単に創作行為が必要とされるだけである。 

Ａ氏：誤り。特許法等の知的財産法で要求される出願、登録などの手続きは不要とされる。 

Ｂ氏：誤り。著作者には創作行為が必要とされることから、単なる話題、素材やアイデアを提供することは 

これには含まれないと解されている。 

Ｃ氏：正しい。著作者を「著作物を創作する者」と規定していることから、自然人だけでなく、会社などの

法人も著作者になる。 

Ｄ氏：誤り。Ｂ氏の解説同様、補助的な立場で創作行為を行う者は著作者に含まれないと解されている。 

以上のことから、正しい発言をしている者はＣ氏であり、ウが正解となる。 



 

 

 

【問題 25】正答 エ 

ア：正しい。発明者が特許を取得したとしても、その発明完成には企業も貢献しているからである（特許法

３５条１項）。 

イ：正しい。発明者を雇用する企業が優先的に譲渡を受けられる（特許法３５条２項の反対解釈）。 

ウ：正しい。発明者の発明意欲をかき立てるためである（特許法３５条３項）。 

エ：誤り。特許を受ける権利は、発明完成時には、発明者に帰属している（特許法２９条１項）。発明者に特

許を受ける権利の処分権を委ねることのほうが、最初から会社の所有となってしまうよりも発明者の発

明意欲をかき立てるからである。 

 

【問題 26】正答 エ 

商標登録を得るか否かは各人の自由である。商標法は、先願主義を採用しているものの、流通秩序の維持、

公平、法的安定性の維持などの見地から調整規定を用意している。 

ア：適切。Ａ氏の経営する店「ハットチャンプ」や帽子の識別ラベル（ブランド）として広く知られている

という客観的な事実があれば、商標登録の要件を満たさないので登録されず（商標法４条１項１５号）、

登録されても無効となる可能性がある（商標法４６条）。しかし、Ｙ社が「ハットチャンプ」の存在を

知っていたかどうかという主観的な要件や、不正競争の意図があったか否かは、出願書類からは審査す

ることはできない。したがって、そのことのみを理由に登録が取り消されることはない。 

イ：適切。先に使用をしていたという公平性や、Ａ氏よりも後に使用されることとなるＹ社の商標との法的

安定性の見地から、Ａ氏はＸ市にて帽子を製造販売することは継続できる（商標法３２条）。ただし、 

商圏拡大をする場合には、公平性や法的安定性の見地を越えており、Ｙ社から商標権侵害で訴えられる

可能性がある。 

ウ：適切。Ａ氏の経営する店「ハットチャンプ」や帽子の識別ラベル（ブランド）が広く知られているとい

う客観的な事実があれば、一旦登録されても無効となる可能性がある（商標法４６条）。 

エ：不適切。商標法は、先願主義を採用している（商標法８条）。本肢の場合、Ａ氏の出願の方が遅いので、

Ｙ社の出願が無効となったりした場合を除いて拒絶される。 

 

【問題 27】正答 ア 

ア：適切。著名表示の冒用行為に該当するおそれが極めて高い（不正競争防止法２条１項２号）。 

イ：不適切。コピープロテクトを外す機器を販売する行為は、コンテンツの技術的制限手段を解除する機器

を提供する行為に該当する（不正競争防止法２条１項１０，１１号）。なお、「コピープロテクトを外して

コンピュータプログラムを不正コピーする行為」も不正競争行為であり、前段は正しい。ちなみに、コ

ピープロテクトを外す機器を販売する行為は、著作権法によっても罰せられる（著作権法１２０条の２）。 

ウ：不適切。原産地とは商品に応じた原産地を意味するので、この場合の紳士服の原産地は「中国」でなけ

ればならない（不正競争防止法２条１項１３号）。仕立てる前の「生地」であれば、原産地をイタリアと

表示することは不正競争行為ではない。 

エ：不適切。競争者の営業誹謗行為として、不正競争行為に該当するおそれが高い（不正競争防止法２条１

項１４号）。 

 

【問題 28】正答 イ 

インサイダー取引とは、「会社関係者が、重要事実の発生後、公表前に、重要事実を知りながら、その会

社の株式の売買を行うこと」である。市場の公平性・健全性を損なう可能性があるので、金融商品取引法で

禁止されている（金融商品取引法第１６６条）。 

要するに、公表前の情報を知りえる立場であれば、証券アナリスト、会社役員の家族や友人など、会社に関

係なくてもインサイダー取引の対象になる可能性がある。ただし、偶然目にしたり、耳にしたりした者は情

報を知り得た者には該当しない。そのため、最もインサイダー取引に該当する可能性が低いと考えられるの 

はイとなる。 

 

【問題 29】正答 エ 

ア：不適切。風説の流布は、事実と異なる情報でなくても、合理的な根拠のない情報であれば禁止されてい

る。 

イ：不適切。損失補填については、証券会社も顧客も両方に罰則規定がある。また、実際の補填のほか、予

定した利益が上がらなかった場合に、あらかじめ補填を約束することを損失保証といい、同様に禁止さ

れている。 

ウ：不適切。同時に売りと買いを行う「仮装売買」だけでなく、他人と通謀して行う「馴合売買」も禁止さ



 

 

れている。 

エ：適切。このような取引はインサイダー取引といい、会社関係者はかなり広く捉えられている。退職後１

年以内の役員・従業員や取引先、取引銀行、コンサルタント、証券アナリストなど、重要事実を知り得

る立場であれば、インサイダー取引となる可能性がある。しかし、たまたまレストランの隣のテーブル

で聞いた、パソコンの修理に行ったら机上に書類が置いてあって見てしまったというような偶然であれ

ば規制の対象にはならない。 

 

【問題 30】正答 エ 

個人情報保護法２条１項は、次のように規定する。 

「個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することが 

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。」 

したがって、「生存する個人」であるから、死者や法人その他の団体に関する情報については、同法は適用

対象としていない。また、個人情報に該当するかどうかの基準は、個人識別性があるかどうかによることに

なるから、外国人も含まれることになる。 

 

【問題 31】正答 イ 

業務時間中に社内でメールを使用する場合には、会社は業務執行を監督する立場から、基本的にはその内

容を見ることができる。ただし、プライバシー保護の点から、目的が正当で手段が相当な場合に限られ、「や

りすぎ」にならないようにしなければならない。何も相当な理由がなく、事前に予告もない場合には、プラ

イバシー侵害の問題が発生する。 

１：適切。社内で業務時間中に私用メールのやりとりをすることは想定されていないので、会社が業務上の

必要から監視することはできる。ただし、予告は必要である。 

２：不適切。プライバシー保護の観点から原則として事前に予告する必要があるなどの一定の制約はあるが、

業務上のメールである以上、会社として必要な範囲で内容を見ることができる。 

３：適切。メールは個人間の通信であり、プライバシーにかかわるものなので、事前予告するなどの適切な

手続きのもとで閲覧する必要がある。また、監督上必要な限度にとどめるべきである。 

以上のことから、適切なものは１と３であり、イが正解となる。 

 

【問題 32】正答 ウ 

Ａ：「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（通称、省エネ法）である。 

Ｂ：「循環型社会形成推進基本法」である。 

Ｃ：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（通称、廃棄物処理法）である。 

Ｄ：「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（通称、化学物質審査規制法）である。 

以上のことから、ウが正解となる。 

 

【問題 33】正答 エ 

Ａ氏：適切。消費者契約法は、消費者と事業者との間に格差があることを正面から認め、その格差を解消し

て対等な立場で契約ができるよう、民法の原則を修正するために制定された法律である。 

Ｂ氏：適切。消費者契約法が適用されるのは、「消費者」と「事業者」の間の契約すなわち「消費者契約」で

あるが、消費者契約法にいう「消費者」とは個人であり、法人は除かれる。これは、法人は一般に、

必要な情報や交渉力を備えていると考えられているからだということができる。なお、同様の趣旨で、

ここにいう「消費者」からは、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる個人も除かれている。 

Ｃ氏：適切。格差を是正するという消費者契約法の趣旨に照らせば、形式的には法人名で締結させられた契

約であっても、実質的には個人の契約である場合には、消費者契約法を適用して保護するべきである

という考えは適切である。 

Ｄ氏：不適切。消費者契約法は、消費者と事業者との間の契約である限り広く適用される。投機取引や不動

産取引も例外ではない。実質的に考えても、投機取引や不動産取引においては、消費者と事業者との

間に、情報や交渉力に大きな格差があり、むしろ、消費者契約法を適用する必要性が高い。ただし、

個人が事業としてまたは事業のために投機取引や不動産取引を行っていると評価される場合には、そ

のような個人は消費者契約法にいう「消費者」ではないから、消費者契約法の適用が排除されること

になる。 

以上のことから、不適切な発言をしている者はＤ氏であり、エが正解となる。 

 

 



 

 

【問題 34】正答 ア 

ア：誤り。「訪問販売」には、営業所以外のキャッチセールスによる勧誘・販売行為も含まれる（特定商取引

法２条）。 

イ：正しい。「通信販売」とは、新聞、雑誌、インターネット等で広告し、「郵便、電話等」の通信手段によ

り申込みを受ける販売形態のことをいう。なお、電話による勧誘は、別途「電話勧誘販売」として規定

されている（特定商取引法２条）。 

ウ：正しい。「連鎖販売取引」とは、人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組

織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売形態をいい、マルチ商法とも呼ばれるものである（特定商

取引法３３条）。 

エ：正しい。「特定継続的役務提供」とは、一定期間を超える継続的な役務の提供と、これに対する一定額以

上の対価を約する取引をいい、現在、エステティック、語学教育、家庭教師等、学習塾等、結婚相手紹

介サービス、パソコン教室の６役務が政令により指定役務とされている（特定商取引法４１条）。 

 

【問題 35】正答 ア 

ア：認められる。労働基準法７条は、労働者の公民権を保障するために、「使用者は、労働者が労働時間中に、

選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に

おいては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時

刻を変更することができる」と定めている。しかし、選挙における投票をするといった公民権を行使す

るための時間を有給として保障することまで、使用者の義務として課していない。 

イ：認められない。労働基準法１６条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠

償を予定する契約をしてはならない」と定め、賠償の予定を禁止している。 

ウ：認められない。労働組合法７条１号は、不当労働行為の１つとして、「労働者が労働組合に加入せず、若

しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること」を使用者に禁じている。 

エ：認められない。労働基準法６５条２項は、「使用者は、産後８週間を経過しない女性を就業させてはなら

ない。ただし、産後６週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がない

と認めた業務に就かせることは、差し支えない」と定めている。 

 

【問題 36】正答 エ 

ア：誤り。就業規則とは、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、賞与、手当、退職、表彰、懲戒など、

職場で働くときに必要なルールを定めたもので、労働基準法において、常時１０人以上の労働者を使用

する使用者は作成することを義務付けられており、労働基準法８９条以下で規定されている。このため、

労働者による自主的なルールではない。 

イ：誤り。労働協約とは、使用者と労働組合との間で、組合員の賃金、労働時間などの労働条件などについ

て、団体交渉を行い、その結果、労使間で合意された内容を文書化し、署名または記名捺印されたもの

である（労働組合法１４条参照）。よって、就業規則と同じことを意味するものではない。 

ウ：誤り。就業規則を定めるにあたっては、労働基準法９０条は、「使用者は、就業規則の作成又は変更につ

いて、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者

の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければ 

ならない」として、労働者への意見聴取を義務付けている。 

エ：正しい。労働基準法９２条１項そのものの規定内容である。 

 

【問題 37】正答 エ 

Ａ氏：適切。正当な内部告発を保護することは公益通報者保護法の趣旨にかなうものであり、Ａ氏の発言は

適切なものといえる。 

Ｂ氏：不適切。企業の隠蔽体質やコンプライアンス体制の不備により自浄作用が期待できない場合には、正

当な内部告発は奨励されるべきものであるから、Ｂ氏の発言は適切とはいえない。 

Ｃ氏：適切。内部告発は企業自浄作用が期待できない場合等になされるものであり、Ｃ氏の発言はその趣旨

にかなう適切なものである。 

Ｄ氏：不適切。内部告発は企業自浄作用が期待できない場合になされるべきものであり、Ｄ氏の発言はその

趣旨に合わない不適切なものである。 

以上のことから、不適切な発言をしている者はＢ氏とＤ氏であり、エが正解となる。 

 

【問題 38】正答 イ 

契約の成立に関しては必ずしも契約書が必要というわけではなく、口頭の約束であっても、手を挙げる、

機械のボタンを押す、画面上でクリックを行うなどの行為によって意思表示が行われても、有効に契約は成



 

 

立し得る。したがって、契約の成立において、口頭で必ず約束しなければならないということはなく、選択

肢イが誤り。 

 

【問題 39】正答 ウ 

不正アクセス禁止法では、一般に公開されているホームページ（選択肢ア）や、アクセス制御機能を用い

ていないホームページ（選択肢イ）にアクセスすることは何ら問題ない。また、アクセスする際の目的は問

わない（選択肢エ）。これに対し、会員にのみＩＤ、パスワードを付与することによってアクセス制御がかけ

られているホームページに、他人のＩＤ、パスワードを利用してアクセスすることは不正アクセスとなる（不

正アクセス禁止法２条４項）。 

 

【問題 40】正答 エ 

ア：正しい。満１４歳未満の者は、精神的成熟が不十分であり、是非の弁別能力やこれに従って自己の行動

を制御する能力が一般的に未熟であるといえる。そして、発育途上にある年少者の可塑性が高いことも

考慮して、一律に責任能力を否定しているため、処罰されない。 

イ：正しい。責任主義のもとでは、責任能力のない状態で行った行為に対しては非難可能性がないので責任

を問われることはなく、心神喪失の場合は、必ず刑が免除される。 

ウ：正しい。自首とは、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告して訴追を求めることをい

う。刑法の規定は「減軽することができる」という形になっているため、必ず軽くなるとは限らないが、

自首することによって刑が軽くなることはあり得る。 

エ：誤り。刑法には未遂減免の規定があり、これにあたれば、刑が減軽あるいは免除されることがある。ま

た、未遂処罰は例外であるため、刑法に規定がある場合にしか処罰されない。 
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