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　司法書士試験は，例年およそ14,000人が受験し上位600人前後の選ばれた者のみ

が合格する非常に難関な試験です。

　2021年の司法書士本試験は，7月4日に実施される予定となっています。

　本試験直前期は，今までの学習の成果がきちんとアウトプットできるかを確認す

るとともに，苦手科目の発見・克服に努めなければなりません。

　そこで本学院では，受験生の皆様が最新の法改正に基づいた問題演習をより実戦

的に行っていただけるよう，本書『司法書士 最強の模試 2021』を発行する運びと

なりました。

　本書は，本試験形式の模擬試験2回分を収録した実戦問題集です。各回ともに近

年の出題傾向を分析したうえで本年度出題が予想される論点の問題を，定評ある本

学院が実施した公開模試の中から良問を厳選して収録しております。

　なお，本書に収録した問題・解説は，令和3年３月1日現在の施行法令に基づい

ております。

　本試験をシミュレートした本書を通じて，今まで学習してきた事項が正確に身に

ついているかどうかを確認するとともに，試験時間内に実力を出し切れるようト

レーニングをし，本試験攻略の糸口をつかんでください。

　最後になりますが，本書をご利用いただきました皆様が2021年7月の司法書士試

験において，その実力を十分に発揮され，合格という栄冠を勝ち取られることを祈

念しております。

2021年4月
東京法経学院　編集部

はじめに
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１　本書の特徴　〜2021年7月の司法書士本試験をシミュレート〜

本書『司法書士 最強の模試 2021』は，司法書士本試験と同一の形式で問題を収録し
た司法書士受験対策用の予想問題集です。本試験形式の模擬試験を2回分収録しており
ます。

本書に収録した問題は，本学院でこれまでに実施した公開模擬試験の問題を中心に，
本年度出題が予想される論点の問題を厳選し，再編集したものです。

各回とも本試験と同じく，午前の部（択一式35問）及び午後の部（択一式35問＋記
述式2問）で構成しています。なお，本書に収録しました問題編・解説編は，令和3年
３月1日現在の施行法令に基づいております。
２　本書の使い方

本書に収録した模擬試験は，本試験と同一の時間で解答するようにしてください。解
答が終わりましたら，自己採点を行い，採点後に判明した弱点科目・論点については，
問題をしっかり復習するとともに，基本書・過去問集等に戻りしっかり知識を定着させ
ておきましょう。

　①　試験時間及び配点

各回の試験時間及び問題の配点は下の表のとおりです。各回ともに択一式70問と記
述式2問で満点が280点になります。

　②　解答用紙

各回に択一式・記述式の両方の解答用紙を掲載してあります。適宜拡大してご利用く
ださい。なお，本試験の記述式答案用紙は，A3判の両面印刷です。

３　受験データ

本書の特徴と使い方

区分 試験時間 択一式 記述式

午前の部 2時間 1問3点（×35問＝105点満点） ―

午後の部 3時間 1問3点（×35問＝105点満点） 不動産登記・商業登記各35点満点
（併せて70点満点）

※　なお，記述式問題の採点にあたりましては，各解説編の採点基準を参考にしてください。

令和2年度

（2020年）

満点 280 点中 205.5 点以上が合格。午前の部の多肢択一式問題については，
満点 105 点中 75 点，午後の部の多肢択一式問題については，満点 105 点中 72
点，記述式問題については，満点 70 点中 32.0 点にそれぞれ達しない場合は，
それだけで不合格とされた。
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目次

問題編

第1回

午前の部 18

午後の部 58

答案用紙 115

第2回

午前の部 128

午後の部 166

答案用紙 218

解説編

第1回

択一式正解番号 230

午前の部 235

午後の部 298

第2回

択一式正解番号 400

午前の部 405

午後の部 466

過去4年（平成29年〜令和2年）の
本試験択一式出題論点一覧

6
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第1回
問題編

午前の部 午後の部

〈択一式〉
憲法
民法
刑法
商法・会社法

〈択一式〉
民訴法・民保法・民執法
司士法・供託法
不動産登記法
商業登記法

〈記述式〉
不動産登記
商業登記



17

⑴　後掲の答案用紙の該当欄の記入例に従って，受験地，受験番号，氏名を必ず記入して
ください。

⑵　試験時間は，2時間です。
⑶　試験問題は，すべて多肢択一式で，全部で35問あり，105点満点です。
⑷　解答は，答案用紙の解答欄に，正解と思われるものの番号の枠内を，答案用紙に印刷

されているマーク記入例に従い，濃く塗りつぶす方法で示してください。
⑸　各試験問題の正解は，すべて一つです。したがって，解答欄へのマークは，各問につ

き1か所だけにしてください。二つ以上の箇所にマークがされている欄の解答は，無効
とします。解答の訂正をする場合には，プラスチックの消しゴムで完全に消してから，
該当欄の枠内をマークしてください。

⑹　答案用紙への記入は，鉛筆（B又はHB）を使用してください。
⑺　該当欄の枠内をマークしていない解答及び鉛筆を使用していない解答は，無効としま

す。
⑻　答案用紙は，汚したり，折り曲げたりしないでください。
⑼　試験時間中，不正行為があったときは，その者の受験は直ちに中止され，その答案は，

無効なものとして扱われます。
⑽　試験問題に関する質問には，一切お答えいたしません。
⑾　本書自体又はその違法コピーの販売・購入は，著作権法違反として刑事罰の対象とな

りますので，それらの行為を禁じます。

第1回　午前の部　試験問題

注意点
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第1回　午前の部　　問題

憲法前文の裁判規範性，すなわち裁判所が裁判する際に前文を直接根拠として裁判する
ことができるかどうかについては，「憲法の前文には裁判規範性は認められない」とする
見解（Ａ説）と「憲法の前文にも裁判規範性が認められる」とする見解（Ｂ説）とがある。
それぞれの見解について述べた次のアからオまでの記述のうち，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　憲法の本文においても裁判規範となりえないものがあり，裁判規範性の有無は前文の
みに関わる問題ではないということは，Ａ説の根拠となる。

イ　Ａ説によれば，前文を変更するには，憲法改正手続によらなくてもよいことになる。
ウ　Ａ説によれば，前文第１段の「人類普遍の原理…に反する一切の憲法，法令及び詔勅

を排除する」という規定から憲法改正の限界を導き出すことはできない。
エ　いわゆる平和的生存権の裁判規範性は，Ａ説から導き出すことはできない。
オ　平和的生存権は，単に国政の指導理念にすぎないのではなく，第９条や第３章の人権

規定により保障されている法的権利であり，前文は，この権利が存在していることを確
認したものであるという主張はＡ説と結びつきうる。

１　アイ　　　２　アオ　　　３　イウ　　　４　ウエ　　　５　エオ

第1問
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第1回　午前の部　　問題

次の文章は，職業選択の自由を規制する法令の合憲性審査基準に関するものである。文
章中の（　Ａ　）から（　Ｅ　）までの空欄に，下記のアからカまでの中から適切なもの

を補充して文章を完成させた場合の正しい組合せは，後記１から５までのうち，どれか。

最高裁判所は，職業選択の自由を規制する法令の合憲性に関して，（　Ａ　）の判決に
おいて，（　Ｂ　）については，立法府がその裁量権を逸脱し，当該法的規制措置が著し
く不合理であることが明白な場合に限って，これを違憲として，その効力を否定すること
ができる旨を判示した。

その後，（　Ｃ　）の判決では，職業の許可制について合憲性を肯定し得るためには，
原則として，重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し，それが

（　Ｄ　）である場合には，許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である
職業活動の内容及び態様に対する規制によっては，その目的を十分に達成することができ
ないと認められることを要する旨を判示した。

これらの判例は，職業選択の自由を規制する法令の合憲性審査基準に関して，いわゆる
（　Ｅ　）に立っていると理解されているが，これを基本的に支持する見解がある一方で，
規制目的と合憲性審査基準を対応させることについて批判的な見解もある。

ア　薬局設置場所が配置の適正を欠くと認められることを都道府県知事による開設不許可
事由とした薬事法の規定の合憲性が争われた事案

イ　都道府県知事の許可なく小売市場を開設することを禁じた小売商業調整特別措置法の
規定の合憲性が争われた事案

ウ　積極的な社会経済政策を実施するための法的規制措置
エ　自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的，警察的
オ　目的二分論
カ　二重の基準論

　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ　　Ｅ
１　ア　　エ　　イ　　ウ　　カ
２　ア　　エ　　イ　　ウ　　オ
３　ア　　ウ　　イ　　エ　　カ
４　イ　　ウ　　ア　　エ　　オ
５　イ　　ウ　　ア　　エ　　カ　

第2問



20

第1回　午前の部　　問題

国会による条約の承認に関する次のアからオまでの記述のうち，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　条約の締結に必要な国会の承認については，衆議院の優越が認められており，両院協
議会を開いても意見が一致しない場合には，当然に衆議院の議決が国会の議決となる。

イ　条約の締結について国会の事後承認が得られなかった場合，条約に国会の承認が必要
であることは今日の民主国家に共通する事柄であるということを重視すると，その条約
の効力は，国内法的にも国際法的にも効力を有することになる。

ウ　国会に条約修正権が認められるか否かについては争いがあるが，衆議院と参議院の議
決が異なる場合には必ず両院協議会の開催が要請されていることは，否定説の根拠とな
る。

エ　国会に予算案についての修正権を認める見解によれば，条約についての修正権も認め
るのが論理的である。

オ　条約の締結権は，内閣の固有の権限であって能動的・創設的であり，これに対し国会
の承認権はそれについての阻止的権限であると解すると，国会の条約修正権を否定する
ことになる。

１　アウ　　　２　アオ　　　３　イウ　　　４　イエ　　　５　エオ

第3問
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第1回
解説編

午前の部 午後の部

〈択一式〉
憲法
民法
刑法
商法・会社法

〈択一式〉
民訴法・民保法・民執法
司士法・供託法
不動産登記法
商業登記法

〈記述式〉
不動産登記
商業登記
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本書の解説編における表記・略称は下記のとおりですので，解説編を読まれるときには，
本項を参照してください。

解説編における表記（略記）

※ 解説編においては，原則として下記の表記（略記）といたしました。

１．判例

　　まず裁判所名と判決・決定の別を，つづけて，年月日を略記いたしました。
　（例）　　 大判＝大審院判決
　　　　　 最決＝最高裁判所決定
　　　　　 最大判＝最高裁判所大法廷判決
　　　　　 東京高判＝東京高等裁判所判決
　　　　　〔昭和41・４・20＝昭和41年４月20日〕  

２．先例

まず年月日を，つづけて通達・回答・認可等の別をその番号とともに下記のように略
記いたしました。

　（例）　　 平成 2 ・12・25民四5666号通達  
　　　　　 昭和37・10・12民甲2927号回答  
　　　　　 昭和38・５・25民甲1570号認可  

３．条文

本文かっこ書きの法条数については，条数はアラビア数字によって，項数はローマ数
字によって，号数は丸囲みの数字によって略記いたしました。

（例）〔（民111Ⅰ①）＝民法111条１項１号〕

「司法書士 最強の模試 2021」の解説編における表記・略称
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解説編における主な法令等の略称（五十音順）

法令名 本文中の表記
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 （一般法人○）
会社計算規則 （会計規○）
会社更生法 （会更○）
会社法 （会○）
会社法施行規則 （会施規○）
各種法人等登記規則 （法登規○）
家事審判規則 （家審規○）
家事審判法 （家審○）
仮登記担保契約に関する法律 （仮登記担保○）
行政事件訴訟法 （行訴○）
行政手続法 （行手○）
行政不服審査法 （行服○）
供託規則 （供託規○）
供託事務取扱手続準則 （供託準○）
供託法 （供託○）
刑法 （刑○）
憲法 （憲○）
国税通則法 （国通○）
戸籍法 （戸○）
国家賠償法 （国賠○）
司法書士法 （司書○）
司法書士法施行規則 （司書規○）
借地借家法 （借地借家○）
商業登記規則 （商登規○）
商業登記等事務取扱手続準則 （商登準則○）
商業登記法 （商登○）
商法 （商○）
租税特別措置法 （租特○）
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 （滞調○）
建物の区分所有等に関する法律 （区分所有○）
電子公告規則 （公告規○）
登録免許税法 （登録税○）
農地法 （農地○）
破産法 （破○）
非訟事件手続法 （非訟○）
不動産登記規則 （不登規○）
不動産登記事務取扱手続準則 （不登準則○）
不動産登記法 （不登○）
不動産登記令 （不登令○）
民事執行法 （民執○）
民事訴訟法 （民訴○）
民事保全法 （民保○）
民法 （民○）
利息制限法 （利息○）

※上記以外にも略称で表記してある法令がありますのでご注意ください。
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第1回　午前の部　　解説

⑴　憲法前文には，憲法制定の由来や目的，憲法制定権者の決意などが表明されるのが一
般的であるが，日本国憲法においても，国民主権，平和主義あるいは国際協調主義など
憲法がよって立つ重要な基本原理や理想が宣言されている。

⑵　かかる前文は，本文と共に憲法典の一部を構成しており，その改正は憲法第96条の
改正手続によらなければならないとされている。また，憲法前文は，本文の各条項を解
釈する際の指針となる。かかる意味で，憲法前文が「法規範性」を有することに争いは
ない。

⑶　争われているのは，前文に「狭義の裁判規範性」まで認められるか，前文を直接根拠
として裁判所に対してその保護・救済を求め，法的措置の発動を請求することができる

までの規範性が認められるかという点である。
ア　正しい。Ａ説（否定説）は，統治組織に関する規定のように憲法本文においても裁判

規範となりえないものがあるのであるから，裁判規範性の有無は前文のみに関わる問題
ではなく，前文に裁判規範性を認めないとしても問題はないとする。したがって，本肢
は正しい。これに対して，Ｂ説（肯定説）は，本文において裁判規範となりえないもの
があることは認めるが，本文において裁判規範となりえないものがあるからといって，
当然に前文の裁判規範性を否定する根拠にはなり得ないと反論している。

イ　誤り。前文も，「日本国憲法」という題名の後におかれていることから憲法典の一部
と理解されており，その内容を変更するには憲法改正手続（憲96）によらなければな
らないという意味における「法規範性」を認めることについては，Ａ説（否定説），Ｂ
説（肯定説）ともに争いはない。したがって，Ａ説によれば，前文を変更するには，憲
法改正手続によらなくてもよいことになるとする本肢は，誤っている。

ウ　誤り。Ａ説（否定説）は，本文の各規定に欠陥があるとは考えられず，適用されるの
は本文各条項であることを根拠の一つとしているが，Ａ説（否定説）であっても，前文
が憲法典の各条文の解釈に際して拠りどころとなることまで否定しているわけではない。
したがって，Ａ説（否定説）であっても，前文第１段から憲法改正の限界を導き出すこ
とができるので，「導き出すことはできない」とする本肢は，誤っている。

エ　誤り。平和的生存権とは，「平和を享受する権利」であり，憲法前文第２段に「われ
らは，全世界の国民が，ひとしく恐怖と欠乏から免れ，平和のうちに生存する権利を有
することを確認する。」と規定されている。しかし，前文の裁判規範性を否定するＡ説

第1問
テーマ 憲法前文の裁判規範性

正解 2

憲法

第1回　午前の部　解説
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第1回　午前の部　　解説

であっても，「第９条」が平和的生存権を保障しているとして，又は「第13条」の幸
福追求権の内実として認められるなど，本文の条項の解釈を通じて平和的生存権を認め

ることができるので，いわゆる平和的生存権の裁判規範性は「Ａ説から導き出すことは
できない」とする本肢は，誤っている。

オ　正しい。平和的生存権が第９条や第３章の人権規定により保障されている法的権利で
あり，前文はこの権利が存在していることを確認したものであるとすれば，前文の裁判
規範性を肯定する意味が乏しくなる。したがって，この主張はＡ説（否定説）と結びつ
きうるので，本肢は正しい。

　各肢の解説より，正しいものはア及びオであるから，２が正解となる。
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第1回　午前の部　　解説

本問は，職業選択の自由を規制する法令の合憲性審査基準に関する出題である。法令の
規制目的に応じて，合憲性の審査基準を区別して考えようとする「目的二分論」について
は，その論拠も含めて理解しておきたい。なお，薬局距離制限事件及び小売市場距離制限
事件は，いずれも極めて重要な判例であるから，事案も含めて理解しておきたい。

〈全体の解説〉

⑴　（　Ａ　）には，ア又はイのいずれかの事案が入るが，職業選択の自由を規制する法
令の合憲性に関して，（　Ａ　）には，立法府がその裁量権を逸脱し，当該法的規制措
置が著しく不合理であることが明白な場合に限って，これを違憲として，その効力を否
定することができる旨を判示した判例の事案が入る。

⑵　次に，（　Ｂ　）には，規制の態様を示すウ又はエのいずれかが入ることになるが，
立法府がその裁量権を逸脱し，当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場
合に限って，これを違憲と判断することができるのは，政策目的・積極目的による規制
である。したがって，（　Ｂ　）には，「ウ」が入る。

⑶　そして，積極目的による規制については，裁判所は，消極的に違憲審査権を行使すべ
きであると判示したのが，小売市場距離制限事件（最大判昭和47・11・22）である。
この判例は，経済活動の規制について積極目的の規制と消極目的の規制とを区別し，積
極目的の規制に対しては，「立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかなく，裁判所は，
立法府の当該裁量判断を尊重するのを建前とし，ただ，立法府がその裁量権を逸脱し，
当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限って，これを違憲と
して，その効力を否定することができる」としている。したがって，（　Ａ　）には，
「イ」が入る。

⑷　この積極目的による規制に対し，消極目的・警察目的による規制については，裁判所
は，厳格にその違憲審査を行うべきこととなる。したがって，（　Ｄ　）には，「エ」が
入る。

⑸　このような消極目的・警察目的による規制について述べている判例は，薬局距離制限
事件（最大判昭和50・４・30）である。この判例は，「一般に許可制は，単なる職業
活動の内容及び態様に対する規制を超えて，狭義における職業の選択の自由そのものに
制約を課するもので，職業の自由に対する強力な制限であるから，その合憲性を肯定し
うるためには，原則として，重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるこ
とを要し，また，それが社会政策ないし経済政策上の積極的な目的のための措置ではな
く，自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的，警察的
措置である場合には，許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業
活動の内容及び態様に対する規制によっては，当該目的を十分に達成することができな

第2問
テーマ 職業選択の自由を規制する法令の合憲性審査基準

正解 4
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第1回　午前の部　　解説

いと認められることを要する」としている。したがって，（　Ｃ　）には，「ア」が入る。
⑹　判例は，すでに述べたように，規制目的によって，職業選択の自由を規制する法令の

合憲性審査基準を区別していると解されている。積極目的か消極目的かによって，合憲
性の審査基準を区別する見解を「目的二分論」という。したがって，（　Ｅ　）には
「オ」が入る。

⑺　「二重の基準論」とは，精神的自由を規制する法令と経済的自由を規制する法令の合
憲性審査基準を区別し，前者を規制する法令の合憲性審査は厳格に行い，後者を規制す
る法令の合憲性審査は緩やかに行うとする見解である。

⑻　上記の解説より，ＡからＥまでには，順にイ，ウ，ア，エ，オが入るので，「４」が
正解となる。

　各肢の解説より，ＡからＥまでには，順にイ，ウ，ア，エ，オが入るので，４が正解と
なる。
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第1回　午前の部　　解説

ア　正しい。条約の承認については，両院協議会を開いても意見の調整ができないときは，
当然に衆議院の議決が国会の議決となるとされている（憲61→60Ⅱ）。したがって，
本肢は正しい。

イ　誤り。条約に対する国会の承認は「事前に，時宜によっては事後に」なされるべきも
のと規定されている（憲73③ただし書）が，国会の事後承認が得られなかった条約の
効力をいかに解するかについては，争いがある。すなわち，内閣が条約を締結した後に
国会がこれを承認しなかった場合，その条約は，国内法的には有効に成立せず，効力を
生じないのに対し，国際法的にはすでに締結されていることから問題となるのである。
この点，条約の締結に国会の承認が必要であるということは，今日の民主国家に共通で
あるということを重視すると，相手国も当然そのことを承知のはずだから，かかる条約

を無効としても法的安定性が阻害されるおそれもないので，国際法的にも「無効」と解

することができるとの結論となる。したがって，国内法的にも国際法的にも「効力を有
する」ことになるとする本肢は，誤っている。

ウ　誤り。条約締結に対する国会の承認の手続に関しては，予算の場合と同じく，両議院
の議決が異なるときには，両院協議会を開くことを要するとされている（憲61→60Ⅱ）
が，同条は，両議院が妥協により条約を修正して承認し得ることを前提としていると解
されるから，国会に条約修正権が「認められる」とする見解の根拠となる。したがって，

「否定説」の根拠となるとする本肢は，誤っている。
エ　誤り。条約は国家間の合意であるという特殊性があるから，予算案について国会の修

正権を認める見解であるとしても，条約についての修正権も認めるのが論理的であると
は言えない。したがって，本肢は誤っている。

オ　正しい。条約の締結権は，内閣の固有の権限であって能動的・創設的であり，これに
対し国会の承認権はそれについての「阻止的権限」であると解するなら，国会の条約

「修正」権は「否定」され，国会は条約締結の可否について承認か不承認か一括して行
うべきことになるはずであり，国会の修正についての要望はその条約案の不承認を意味
し，あらたな条約の締結の希望にすぎないことになる。したがって，本肢のように解す
ると国会の条約修正権を「否定」することになるとする本肢は，正しい。

　各肢の解説より，正しいものはア及びオであるから，２が正解となる。

第3問
テーマ 国会による条約の承認

正解 2
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第1回　午前の部　　解説

ア　誤り。精神上の障害により事理を弁識する能力が「不十分」（「著しく不十分」である
必要があるのは保佐開始の審判，民11本文参照）である者については，家庭裁判所は，
本人，配偶者，「４親等内の親族」（いとこは４親等の親族である。民725①，726），後
見人，後見監督人，保佐人，保佐監督人又は「検察官」の請求により，補助開始の審判
をすることができる（民15Ⅰ本文）。もっとも，本人には一定程度の判断能力がある
ため，自己決定権の尊重の趣旨から，「本人以外の者の請求」（検察官による請求も除外
されていない）により補助開始の審判をするには，「本人の同意」がなければならない
とされている（民15Ⅱ）。したがって，本肢は，補助開始の要件を「著しく不十分」
としている点と検察官の請求による場合は本人の同意は不要であるとしている点が，
誤っている。

イ　誤り。補助開始の審判（民15Ⅰ）をする場合には，後見や保佐の場合と異なり，当
該審判のみを行うことはできず，同時に，同意権付与の審判（民17Ⅰ）又は代理権付
与の審判（民876の９Ⅰ）の「一方又は双方とともに」しなければならないとされてい
る（民15Ⅲ）。補助開始の審判自体に同意権や代理権付与の効果が伴うわけではない
からである。また，同意権付与の審判（民18Ⅱ）及び代理権付与の審判（民876の９Ⅱ
→876の４Ⅲ）を「すべて取り消す場合」には，家庭裁判所は，「職権」により補助開
始の審判を取り消さなければならないとされている（民18Ⅲ）。したがって，本肢は，
同意権付与の審判及び代理権付与の審判をすべて取り消す場合には，補助開始の審判に
ついても，「取消しを請求する必要がある」としている点が，誤っている。

ウ　正しい。家庭裁判所は，特定の者の請求により，被補助人が特定の法律行為をするに
は，その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる（民17Ｉ本
文）が，その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は，
「第13条第１項に規定する行為（保佐人の同意権の対象行為）の一部」に限るとされ
ている（民17Ⅰただし書）。したがって，この補助人の同意を得なければならない特
定の行為に「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を含めることはできないので，
本肢は正しい。日用品の購入その他日常生活に関する行為については，自己決定権の尊
重の観点から，民法第13条第１項の法律行為から除外されているからである（民13Ⅰ
ただし書，９ただし書）。

エ　正しい。被補助人が，同意権付与の審判により定められた特定の行為をするには，原
則として補助人の同意を得ることを要する（民l7Ⅰ）。しかし，補助人の同意を得なけ
ればならない行為について，補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわ

らず同意をしないときは，家庭裁判所は，「被補助人の請求」により，補助人の同意に

第4問
テーマ 補助

正解 5

民法
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第1回　午前の部　　解説

代わる許可を与えることができるとされている（民17Ⅲ）。したがって，本肢は正し
い。被補助人の利益を害するおそれがない行為であるにもかかわらず，補助人の同意を
得られないために被補助人がこれを有効にすることができないとすると，被補助人の自
己決定権を不当に制限することとなり，自己決定権の尊重と本人保護の調和という補助
制度の趣旨に反することになるからである。

オ　誤り。被補助人が同意権付与の審判により定められた特定の法律行為を補助人の同意
又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずになした場合，補助人はこれを取り消すこと
ができる（民17Ⅳ，120Ⅰ）が，代理権付与の審判（民876の９Ⅰ）により定められた
特定の法律行為を被補助人が単独で行ったとしても，補助人はこれを取り消すことはで
きない。したがって，本肢は誤っている。代理権付与の審判がなされても，被補助人の
行為能力が制限されるわけではなく（改正民13Ⅰ⑩かっこ書），補助人に代理権が付与
された行為であっても，被補助人は自ら有効にこれをなし得るからである。　

　各肢の解説より，正しいものはウ及びエであるから，５が正解となる。
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