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i [B_] (日本複製権センター委託出版物〉

本書 (誌)を無断で複写複製(コピー)することは，著作権法上の例外を除

き，禁じられています。本書 (誌)をコ ピー される場合は，事前に 日本複製権

センタ ー(電話:03-3401-2382)の許諾を受けてください。

また，本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化すること

は，たとえ個人や家庭内での利用であっても一切認められておりません。

. 



本書の発刊にあたって
本書は，平成27年8月23日(日)に実施された「平成27年度土地家屋調査士試験 (筆記試

験)の午後の部」の試験問題の再現，それについての「択一式の正解番号j，I記述式の解答

例」及び「択一式と記述式の解説」並びに「出題傾向と分析」を収録しています。本学院で

は，筆記試験の当日の夜間より， I速報版Jとして，順次， I択一式の正解番号j，I記述式 (書

式)の解答例」及びその「解説j，I出題分析」等を本学院のホームページ上や月刊誌の 「不

動産法律セミナー2015年10月号」の誌上等で公開してきました。「正解番号j，I解答例」や 「解

説」は東京法経学院講師障が中心となって導き出し，かつ，執筆したものです。

平成27年11月10日の午後4時に，法務省当局により，そのホームページ上で，記述式の合

格基準点及び筆記試験の結果等についての発表がありましたO その後の11月19日に，全国8

会場で，口述試験が実施され， 12月11日に平成27年度の合格者403名が公表されました。

筆記試験での試験問題は，平成27年4月1日現在の法令等に基づいて出題されたものです

ので，それに関連する解説等も，この基準日の法令等に基づいて記述されています。

本書では，法務省当局がそのホームページで平成27年度土地家屋調査士試験向けに掲載し

た資料(合格点等)を，一部を除き，収録しています。次年度の受験の参考として下さい。

また，本書を徹底的に分析・活用していただき，多数の受験生の方々が合格へ向けて有効

で効率のよい学習によって，実力をつけ，平成28年度合格の栄冠を勝ち取って下さい。

平成28年1月

東京法経学院制作部
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(注)本書は，平成27年度土地家屋調査士筆記試験に出題された問題をベースにして修正

し，解答等を加えて編集した当社のオ リジナル書籍で、す。収録されている問題 ・解説

等について，無断で複製 ・複写をすることを固く禁じます。
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1 .択一式問題の〔解説〕について

〈テーマ〉 設問の出題事項を簡潔に示しています(問題の冒頭にも記載)。

〈各肢の解説〉 各肢ごと「正・誤」の判断を示し，コメントを加えています。

2.法令名等の略記について

( 1 ) 不動産表示登記関係

-不動産登記法→ 「法」

・不動産登記令→ 「令」

-不動産登記規則→「規則」

(2) 土地家屋調査士法関係

-土地家屋調査士法→「法」

-不動産登記事務取扱手続準則→ 「準則」

-建物の区分所有等に関する法律→「区分法」

・登録免許税法→「登免税法」

-土地家屋調査士法施行規則→「規則」

3. 判例及び先例の略記について

-昭和47年6月 2日最高裁判所判決→ 「最判昭和47・6. 2 J 

・平成 5年7月30日民事三第5320号民事局長通達→「平成 5・7・30民三5320号

通達」

※ 先例の日付・番号等は. r調査士受験必携六法J(本学院刊)によるものと

する。

4. 参考図書等の紹介

① 「表示登記教材 地目認定(改訂版)J(民事法務協会発行)

② 「表示登記教材建物認定 (3訂版)J (民事法務協会発行)

(注) ①は，平成18年11月発行の最新版(本体2.858円+税，送料実費)です。

②は，不動産登記法等の改正を踏まえて平成20年 2月に発行された最新版(本

体3，810円+税，送料実費)です。

〈上記図書購入先〉

干101-0047 

東京都千代田区内神田 1-13 -7 

四国ビル 7F

一般財団法人民事法務協会 管理部

TEL 03-3295-5048 F~ 03(3295)5058 

※一般書庖では販売しておりませんので，ご注意下さい。



問題編



第 1問 詐欺又は強迫による意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち，判例

の趣旨に照らし正しいものの組合せは，後記 1から 5までのうち， どれか。

ア Aの代理人Bが相手方Cを欺岡して. cが所有する土地をAに売り渡す旨

の売買契約を締結させた場合には.AがBによる詐欺の事実について知らな

いときであっても. cは，詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことが

できる。

イ AがBに欺岡された結果，法律行為の要素に錯誤を生じて意思表示をした

場合には.Aは，詐欺による意思表示の取消しを主張することはできるが，

錯誤による意思表示の無効を主張することはできない。

ウ AのBに対する意思表示が第三者Cの強迫によりされた場合には. Bがそ

の事実を知らないときであっても.Aは，強迫を理由としてその意思表示を

取り消すことができる。

エ AがBの強迫によりその所有する土地をBに売却し Aから Bへの所有権

の移転の登記がされた場合において，その後. BがCに当該土地を転売した

後に.Aが強迫を理由としてAB聞の売買の意思表示を取り消したときは，

Aは. Bへの所有権の移転の登記を抹消しない限り. cに対して所有権を主

張することができない。

オ Aが. Bの詐欺により. Bからその所有する土地を買い受け. BからAへ

の所有権の移転の登記がされた後.Aが. Bに欺岡されていることを知らな

いまま，当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定しその旨の登記がさ

れた場合において. cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実を知らな

かったときは.Aは，詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消す

ことができない。

1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
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解説・分析編
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択一式問題

〈民法に関する事項〉
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ア 正しい。代理人 (B)が相手方 (C) を詳欺した場合，本人 (A)がその事実を

知らないときであっても，相手方 (C) はその意思表示を取り 消すことができる。

この場合，本人 (A) は，民法96条 2項(注> 1を類推適用して保護することがで

きないか問題となるが，代理人の行為によって利益を受けるべき本人は代理人の詐

欺による不利益も負担すべきであるから，民法96条 2項を類推適用することはでき

ない。では，本人 (A) は，民法96条 3項〈注>2により保護されないのだろうか。

民法96条 3項にいう「第三者Jとは，詐欺による意思表示によって生じた法律関係

に基づいて新たに法律上の利害関係を取得した者をいうから，本肢における Aは，

新たな利害関係人ではなく，この規定により保護することはできない。

〈注> 1 民法96条 2項:相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った

場合においては，相手方がその事実を知っていたときに限り，その意思表

示を取り消すことができる。

〈注> 2 民法96条 3項:前 2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは，善

意の第三者に対抗することができない。

イ 誤り。詐欺による意思表示は，相手方の欺同行為によって表意者が錯誤に陥り，

その錯誤に基づいてされたものである。詳欺の場合における錯誤は，民法95条に規

定する無効主張することができる錯誤のように. I要素の錯誤」であることを要し

ないが，本肢のように「要素の錯誤」であった場合には，民法96条にも95条にもあ

たるということになる。そこで，この場合に表意者は詐欺を理由として取り消すこ

とができるのか，あるいは，錯誤による無効の主張のみをすることができるのか問
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題となる。この点について学説上は，詐欺を理由とする取消しも，要素の錯誤を理

由とする無効も，いずれも表意者を保護するための制度なのであるから，主張しや

すい方を選択して主張すればよいとする見解が一般的である。しかし，錯誤が要素

に関するものか否かによって，無効若しくは取消しが決定されるとする判例がある

(大判大正 5・7・5)。これは，取消しは有効な意思表示の存在を前提とするから，

要素の錯誤となって無効な意思表示を取り消すことはできない。つまり，無効と取

消しは相容れないとする立場に立っている。いずれにせよ(どちらの立場に立って

も).本肢の「詐欺による意思表示の取消しを主張することはできるが，錯誤によ

る意思表示の無効を主張することはできない。」という記述は誤りである。

ウ 正しい。強迫が第三者による場合でも，強迫によって意思表示をした者は，相手

方が善意であるか悪意であるかを問わず，取り消すことができる(民法96条2項の

反対解釈)。

エ 誤り。強迫による意思表示は，善意の第三者(取消し前の第三者)に対しても，

その取消しをもって対抗することができるので(民法96条 3項の反対解釈). Aは

Cに対して所有権を主張することができる。なお，仮に.Aが取り消した時期が，

BがCに土地を転売する前であった場合 (Cが取消し後の第三者であった場合)は，

AとCとの関係は. c (第三者)が善意であるか悪意であるかを問わず，民法177

条の対抗問題として処理されるので.AはBへの所有権の移転の登記を抹消し，登

記名義を回復しなければ. cに対抗することができないことになる。

オ 誤り。民法96条 3項は，詐欺による意思表示の取消しは， 善意の第三者に対抗す

ることができないと規定するが，この規定は，善意の第三者に対する関係で取消し

の遡及効を制限したものであって，取消しを善意の第三者に対抗することができな

いとするだけであり，詐欺による意思表示をした者が取り消すこと自体ができなく

なるというものではない。本肢のAは詐欺を理由としてAB聞の売買の意思表示を

取り消すことができる。

以上により，正しいものはア及びウであるので，正解は 1となる。
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