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平成２８年１１月２６日実施 

 

平成２９年度 神戸大学 大学院 法学研究科 実務法律専攻  
入学試験 試験問題 

 

法律科目〔 憲法・行政法 〕 

 

第１問［５０点］（答案用紙の試験科目欄には「憲法」と記入してください。） 

 

 Ｙ市は、「子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土

を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展

に寄与する態度を養うこと」を目的として、学校行事における国旗掲揚・国歌

斉唱を促進することとしていた。 

 Ｙ市立Ａ中学校では、校長Ｂが、生徒たちが自発的に国歌を斉唱する環境を

作るために、教諭たちに対して卒業式において国歌を斉唱するように求める職

務命令を発した。しかし、教諭Ｘは斉唱しなかった。 

 ＸはＣ教団の信者である。Ｃ教団は、国歌の斉唱は国家への礼拝行為であり、

礼拝は唯一神に対してのみ為すべきことであるのだから、国歌斉唱はしてはな

らないと教えていた。 

 Ｙ市は、国歌斉唱の職務命令を受けていたにもかかわらず国歌斉唱を行わな

かった教諭らに対して、職務命令違反を理由にそれぞれに戒告処分を行った。

戒告処分を受けた教諭の中には、Ｘも含まれていた。 

 Ｘは、戒告処分の取消を求めて、Ｙ市に対する訴えを提起した。 

 

（１） あなたがＸの弁護人であるとして、取消訴訟において戒告処分が憲法に

違反すると主張したいと考えるならば、どのような主張を、どのような理由に

より、行うべきであろうか。 

なお、ある主張について、それが認められないという最高裁の先例があった

としても、小問（１）との関係では無視して良い。 

 

（２） （１）の主張に対して予想される反論を踏まえつつ、あなた自身の見解

とその理由を述べよ。 
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第２問［５０点］（答案用紙の試験科目欄には「行政法」と記入してください。） 

 

Ｙ市福祉事務所長Ｙ１は、生活保護法に定める保護の実施機関であるＹ市長

から保護の決定・実施に関する事務を委任され、生活保護の開始・変更・停

止・廃止処分を行う権限を有している。高齢で足に障害があり障害者認定を受

けているＸは、働けないため自分と夫の年金収入によって生計を立てていたが、

夫が死亡して自らの年金収入だけでは生活が賄えなくなったため、Ｙ１に対し

て生活保護を申請した。申請の審査の過程において、Ｘが自動車を保有してい

ることが問題になったが、Ｘの所持金がほとんどなく直ちに生活に困窮するこ

とが予想されるため、Ｙ１は生活保護開始決定を行った。 

その後６ヶ月間Ｘは生活保護を受給していたが、Ｙ市福祉事務所（以下単に

「福祉事務所」という）は、Ｘの生活実態を検討した上で、Ｘに対して、その

保有する自動車（以下「本件自動車」という）の処分を助言した。しかしＸは、

①本件自動車は古いものであり、既に処分価値が存在しない（売却しても値段

がつかない）から、生活保護法４条１項の「資産」にはあたらない ②Ｘは月

１回程度、遠方の病院に通院する必要があるが、足の障害のため、電車・バス

を利用して外出することが困難で、乗用車での移動が必要である（Ｘの足の障

害は運転には支障がなく自ら自動車を運転しているが、歩行や階段昇降が困難

なため電車・バスの利用は難しい） ③年金収入と親戚からの援助により、本

件自動車の維持費は生活保護費以外で賄える という点をあげて、本件自動車

の処分には応じられないと主張した。 

それに対して福祉事務所は、後掲「生活保護法による保護の実施要領につい

て」（厚生省事務次官通知）（以下「通知１」という）及び「生活保護法によ

る保護の実施要領の取扱いについて」（厚生省社会局保護課長通知）（以下「通

知２」という）に照らして、本件自動車の保有はやはり認められないと述べた

（通知１・通知２はいずれも厚生労働省が策定した行政内部基準である。以下、

通知２（ア）が定める障害（児）者の自動車保有に関する要件（１）－（５）

を「自動車保有要件」という）。 

その際福祉事務所は、Ｘの主張に対して、①本件自動車に処分価値が存在し

ないことは認めるが、なお本件自動車は生活保護法４条１項の「資産」にあた

る ②確かにＸは電車・バスの利用は困難であるが、タクシーには乗れるため、

生活保護として通院に要する移送費の支給を受けることによりタクシー通院が

可能である として、自動車保有要件の（１）（３）（４）（５）は充たされ

ているが、（２）が充たされていないという判断を述べた。福祉事務所として

は、タクシーも自動車保有要件（２）の「公共交通機関」に含まれると考えて

いるが、Ｘはこの点にも疑問を持っている。 

上の判断を前提として、Ｙ１は、改めて、Ｘに対し、生活保護法２７条１項
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の指導指示として「本件自動車を処分してください」と書面で伝えた（以下「本

件指導指示」という）。Ｘは本件指導指示に従わなかったため、生活保護法６

２条３項に基づき、Ｘに対する生活保護を廃止する処分（以下「本件処分」と

いう）を行った。なお、本件処分にあたり、生活保護法及び行政手続法が求め

ている手続は、全て適法に行われたものとする。 

 

【設問】  

（１）本件自動車が生活保護法４条１項にいう「資産」にあたるか、検討しな

さい。 

（２）（１）での検討にかかわらず、本件自動車が生活保護法４条１項にいう

「資産」にあたるとした上で、本件処分に実体的違法性があるか、検討しなさ

い。 

 

【参考法令等】（作問の都合上、実際の法令・通知を改変しているものがある） 

＜生活保護法＞（昭和２５年５月４日法律第１４４号） 

（この法律の目的） 

第１条  この法律は、日本国憲法第２５条 に規定する理念に基き、国が生活

に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、

その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とす

る。 

 

（保護の補足性）  

第４条①  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あ

らゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として

行われる。 

②以下（略） 

  

（指導及び指示） 

第２７条①  保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他

保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 

②  前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止め

なければならない。 

③  第１項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るもの

と解釈してはならない 

 

（指示等に従う義務） 

第６２条 ① 被保護者は、保護の実施機関が、…（略）…第２７条の規定によ
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り、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければ

ならない。 

② （略）  

③  保護の実施機関は、被保護者が前２項の規定による義務に違反したときは、

保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 

④以下（略） 

 

＜生活保護法による保護の実施要領について＞（厚生事務次官通知）（通知１） 

 最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の

場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させ

ること（以下略） 

（ア）－（エ）（略）  

（オ） 社会通念上処分させることを適当としないもの 

 

＜生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて＞（厚生省社会局保護課長通知）

（通知２） 

 次の（ア）（イ）いずれかに該当し、かつ、その保有が社会的に適当と認め

られるときは、次官通知第３の５（注：「通知１」のことである）にいう「社

会通念上処分させることを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつ

かえない。 

 

（ア） 障害（児）者が通院等のために自動車を必要とする場合であって、次

のいずれにも該当する場合 

（１）障害（児）者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが

明らかな場合であること 

（２）当該者の障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くないか又

は公共交通機関を利用することが著しく困難であり、自動車による以外に

通院等を行うことがきわめて困難であることが明らかに認められること 

（３）自動車の処分価値が小さく、又は構造上身体障害者用に改造してあ

るものであって、通院等に必要最小限のもの…（略）…であること 

（４）自動車の維持に要する費用が他からの援助（維持費に充てることを

特定したものに限る。）、他施策の活用等により、確実にまかなわれる見

通しがあること 

（５）障害者自身が運転する場合又はもっぱら障害（児）者の通院等のた

めに生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。（以下略） 

 

（イ）（略） 
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平成２８年１１月２６日実施 

 

平成２９年度 神戸大学 大学院 法学研究科 実務法律専攻 
入学試験 試験問題「出題の意図」 

 
法律科目〔 憲法・行政法 〕 

 

 

第１問（憲法） 

日の丸・君が代に関する一連の事件と、エホバの証人剣道受講拒否事件を念

頭に置いて問題を作成した。評価対象として意図していたのは、著名な憲法判

例についてその特徴やそれに関する学説上の議論を正確に理解できているかど

うか、著名な憲法判例に関する議論を事案が異なる場合でも適切に応用できる

かどうか、である。 

なお、以上の前提として、事案の特徴を正確に読み取ることができているか、

事案に即して具体的に人権侵害等を把握できているかも、採点に当たって評価

の重要な対象とした。 

 

第２問（行政法） 

 本問は、行政法のごく基本的な知識を前提とした上で、問題文に示された個

別法の仕組みを理解して平易な解釈論を試みる能力を問う問題である。 

 （１）は、本件自動車の「資産」(生活保護法 4条 1項)該当性について検討す

ることを求めている。本件自動車には処分価値が存在しないこと、他方で維持

費は必要になることなどを指摘した上で、保護の補足性の趣旨を踏まえて検討

することが求められる。 

 （２）は、上記の「資産」該当性の問題以外に、本件処分に違法事由があり

うるかどうかを検討することを求めている。本件処分は被保護者が本件指導指

示に従わなかったことを理由とするものであるから、本件処分の適法性は本件

指導指示の適法性を前提とするものであることをまず指摘しなければならない。 

その上で、通知１・通知２に定める自動車保有要件は行政内部基準であり法

的拘束力がないことを正しく踏まえた上で、それら基準と本件指導指示との関

係を検討しなければならない。自動車保有要件（２）の公共交通機関にタクシ

ーが該当するかが特に問題になるだろう。 

また、本件指導指示が適法であったとしても、それに違反した被保護者に対

して保護廃止処分を行うことが比例原則違反または効果裁量の逸脱にあたるか

どうかを検討することも考えられる。 
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平成２８年１１月２６日実施 

 

平成２９年度 神戸大学 大学院 法学研究科 実務法律専攻  
入学試験 試験問題 

 

法律科目〔 民法・民事訴訟法・会社法 〕 

 

第１問［５０点］（答案用紙の試験科目欄には「民法」と記入してください。） 

 

１ Ｘは、平成２７年３月２０日、建設業者であるＡ建設株式会社との間で、

Ｘを注文者、Ａを請負人とし、代金３５００万円、竣工期同年８月２５日と定

めて、Ｘ所有の宅地上に本件建物を建築する旨の工事請負契約を締結した（以

下「本件元請契約」という）。本件元請契約には、Ｘは工事中契約をいつでも

解除できること、またＡは一括下請業者としてＹを用いることが明記されてい

た。 

２ Ａは、同年４月１５日、Ｘから請け負った本件建物の建築工事を代金３０

００万円、竣工期同年８月２５日の約定で、建設業者であるＹに一括して請け

負わせた（以下「本件下請契約」という）。なお、本件下請契約には、完成建

物や出来形部分の所有権帰属についての明示の約定はなかった。 

３ Ｙは、自ら材料を提供して本件建物の建築工事を行ったが、Ｙが平成２７

年８月５日に工事を取りやめた時点においては、基礎工事、鉄骨構造、および

屋根や外壁が完成し、若干の電気配線の設置を残すのみであり、右工事の出来

高は、工事全体の８０パーセントに及んでいた。 

４ Ｘは、Ａとの約定に基づき、請負代金の一部として、契約締結時に６００

万円、平成２７年５月１５日に４００万円、同年７月１０日に７５０万円の合

計１７５０万円を支払った。 

 他方、下請工事分としてＡからＹに支払が予定されていた第１回の支払分１

０００万円の支払時期は同年７月１５日であったが、その前々日の同月１３日

にＡがＫ地方裁判所に自己破産の申立てをし、同年８月４日に破産宣告を受け

たため、Ｙは、下請代金の支払を全く受けられなかった。そこで、Ｙは、同年

８月５日以降工事を取りやめた。 

５ Ａの財務状態が悪いことを聞きつけたＸは、同年８月１日、Ａに対して本

件元請契約を解除する旨の意思表示をするとともに、Ｙとの間で建築工事の続

行について協議したが、工事代金額につき隔たりがあり合意は成立しなかった。 

 

【問】 

 同年８月２５日、ＸはＹに対し本件建物を引き渡す旨求めたが、これに対し、
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Ｙは本件建物の所有権は自己に帰属すると述べ、下請代金３０００万円の出来

高８０パーセントに相当する２４００万円の支払と引換えに本件建物の所有権

をＸに引き渡すと主張した。ＸのＹに対する本件建物の引渡し請求は認められ

るか、論じなさい。 
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第２問［５０点］（答案用紙の試験科目欄には「民法」と記入してください。）  

 

以下の事例を読み、質問に答えなさい。 

 

≪事例≫ 

 Ａは、伯父にあたるＢから土地甲を贈与されたとして、甲地上に家屋乙を建

て、乙の保存登記をした。しかしＡは、甲について、所有権移転登記をしてい

なかった。他方、Ｃは、甲をＢから譲り受け、それについて所有権移転登記を

済ませた。その後、乙はＡからＤに譲渡され、現在、乙はＤが占有しているが、

乙の登記はＡのままになっている。 

 

≪質問≫ 

①Ｃは、自分が甲の所有者であるとして、甲から乙を撤去させ、更地にしたい

と考えている。甲の所有権の帰趨を検討しなさい。 

②Ｃが甲の所有者とした場合、Ｃは乙の撤去について、誰に対して、どのよう

な請求ができると考えるか、説明しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

第３問［５０点］（答案用紙の試験科目欄には「民事訴訟法」と記入してくだ

さい。） 

 

 以下の事例を読んで、全ての問いに答えなさい。 

 

 Ⅰ Ｘは、Ｙに対し、平成２８年１月２０日、自らが所有する絵画（以下「甲」

という）を売り渡したが（以下「本件売買契約」という）、売買契約につき錯

誤があったことを理由に、引渡しなど、売買契約の履行を拒んでいた。Ｘは、

「和解金を支払うので甲の売買を白紙に戻して欲しい。」と申し入れたが、Ｙ

は話し合いに応ずることなく、毎日甲の引渡しを厳しく迫り、Ｘは平穏に日常

業務を行うことができなくなった。 

 このような事情から、Ｘは、Ｙに対し、「平成２８年１月２０日にＸ・Ｙ間

で締結された甲の売買契約は無効である。」との確認を求めて、訴えを提起し

た。そこで、Ｙは、Ｘに対し、本件売買契約契約により取得した所有権に基づ

き甲の引渡しを求める反訴を、提起した。 

 

 第１問 Ｘの訴えに確認の利益は認められるだろうか。Ｙの反訴があるか否

かで結論は異なるのか。（２０点） 

 

 Ⅱ ＸとＹの間の訴訟は、平成２８年７月１日に結審し、裁判所は、同年１

１月１日に、Ｙの反訴を認容する判決を出し、この判決は確定した。ところが、

Ｙが甲の引渡しの執行を申し立てようとしたところ、Ｘが同年９月２０日に甲

をＺに譲渡し、現在Ｚが甲を占有している旨の事実が、判明した。なお、第２

問では、Ｘの本訴請求は考慮に入れないこととする。 

 そこで、Ｙは、Ｚに対して、甲の引渡しを求める訴えを提起した。 

 

 第２問 ＹとＺの間の訴訟について、以下の問いに答えなさい。（各１５点） 

 

 （１） Ｚは、「Ｘ・Ｙ間で平成２８年１月２０日に締結された本件売買契

約は、Ｘの錯誤により無効である。」と主張することができるだろうか。 

 

 （２） Ｚは、「Ｚは、平成２８年９月２０日にＸより甲を購入したが、Ｘ

は画廊を経営しており、甲はＸの画廊に飾ってあり、Ｘより同人が所有する絵

画であるという説明を受け、過失なく甲はＸの所有する絵画であると信じて、

時価で購入したものである。」と主張した。裁判所は、この主張をどのように

取り扱うべきか。 
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第４問［５０点］（答案用紙の試験科目欄には「会社法」と記入してください。） 

 

 公開会社である甲社株主総会において、取締役としてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４名

が適法に選任され、Ａが代表取締役に選定された。 

 

 Ｂは、自身が１００％の株式を保有する乙社の代表取締役でもある。乙社は、

甲社の重要な取引相手である。丙社は、乙社に対して売掛債権５０００万円を

有していたが、弁済期が到来しても、乙社が弁済する目処が立っていない。 

 そこで、丙社代表取締役Ｐは、Ｂに対し、５０００万円を即時に弁済するか、

資力のある者による保証を得るよう求めたところ、Ｂは、自身が取締役である

甲社に保証を依頼する旨説明した。 

 

 Ｂは、甲社取締役会に対し、乙社が倒産しては、今後の甲社の主力商品の生

産に重大な支障を来すことから、乙社の丙社に対する債務を保証することを提

案した。取締役会においては、Ｂが頭を下げ、他の取締役を強く説得した。甲

社のためにならないと考えたＣはこれに反対し、ＡとＤを説得した。 

 甲社取締役会において議論は紛糾し、最終的に、Ａは、甲社に貢献してきた

Ｂが頭を下げたことを重視し、甲社にとって損害が生じる可能性が高いことを

認識しつつ、Ｂの説得を容れ、Ｂの提案に賛成票を投じた。Ｃは、当初よりＢ

の提案に反対であり、最終的にも反対票を投じた。Ｄは、重要な取引相手の乙

社の救済が甲社のためになると考え、Ｂの提案を支持し、賛成票を投じた。 

 Ａ、Ｂ、Ｄの３名が賛成し、Ｃが反対したため、３対１でＢの提案は可決さ

れ、Ｂが取締役会での議論状況等の一連の経緯を丙社に報告した後、甲社と丙

社の間で保証契約が締結された。 

 

 最終的に、乙社が５０００万円を弁済できなかったため、丙社は甲社に保証

債務の履行を請求した。 

 

 （問） 甲社は丙社の請求を拒むことができるか、論じなさい。 
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平成２８年１１月２６日実施 

 

平成２９年度 神戸大学 大学院 法学研究科 実務法律専攻  
入学試験 試験問題「出題の意図」 

 

法律科目〔 民法・民事訴訟法・会社法 〕 

 

 

第１問（民法） 

請負契約における所有権帰属に関する基本的理解を問う問題である。材料主

義に立つ物権法理と契約の趣旨・当事者意思の解釈を基本とする契約法理のそ

れぞれを踏まえつつ、どのようなルールに基づき所有権帰属問題を解決するべ

きかについて、論拠を明示しつつ論じることが求められる。 

 

第２問（民法） 

  本問は、不動産物権変動に関する民法典の規律、物権的請求権の存在意義や

根拠、その権利行使の相手方等について、条文及び判例の基本的な知識を有し

ていることを前提に、具体的事案で生じる問題の分析を求めるものである。 

 

第３問（民事訴訟法） 

 第１問は、確認の利益の判断基準に関する理解を問う問題である。 

 確認の利益が認められるのは、原告の権利や法的地位に危険または不安が存

在し、そうした危険や不安を除去するために確認判決を得ることが有効かつ適

切な場合である。そして、以下の４つの基準の全てを満たすなら、確認判決を

得ることが有効かつ適切であると認められると解するのが、一般的な見解であ

ろう。 

 ⒜ 確認の訴えが手段として適切であること。 

 ⒝ 確認の対象の選択が適切であること。 

 ⒞ 確認判決をすべき必要性が現に認められること（即時確定の必要性）。 

 ⒟ 被告とされている者が確認判決の名宛人として適切であること。 

 そこで、例えば、本問では⒝の対象選択の適切性が問題となり、本問のＸの

請求は「過去の法律関係」の確認であり、紛争の根本的解決に資するのかとい

う観点から、Ｘが甲の所有権が自らに帰属することの確認請求をする場合と比

較する等の議論が、あり得よう。 

 第２問は、既判力の主観的範囲に関する理解を問う問題である。 

 Ｚは口頭弁論終結後の承継人であるが（民訴法１１５条１項３号）、ＺがＸ

より何を承継すれば既判力の拡張を受ける承継人となるのか、承継人に対する
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既判力の拡張はどのような内容となるのか等を、丁寧に論ずることを、求める

ものである。 

 とりわけ、Ｙの訴えが、甲の所有権の確認請求ではなく、所有権に基づく甲

の引渡請求である点は、しっかりと論ずる必要があろう。 

 

第４問（会社法） 

本問は、①乙社の丙社に対する債務を甲社が保証することが間接取引（３５

６条１項３号）に該当すること、②これが有効となるためには甲社取締役会の

承認が必要であること、③間接取引を承認する取締役会においてＢは特別利害

関係人に該当し、議決に加わることができないこと（３６９条２項）、④特別

利害関係人が参加し、賛成することで成立した取締役会決議の効力、⑤④で無

効と論じた場合の甲社による無効主張の可否、のそれぞれについて論じること

を求めるものである。 

①については、Ｂと甲社の利益が相反する理由を、Ｂの乙社株式の１００％

保有または乙社代表取締役の兼任という事実に則して論じることが、②につい

ては、公開会社は取締役設置会社であり（３２７条１項１号）、承認機関が株

主総会ではなく取締役会である（３６５条１項）ことの明示が、③については、

特別利害関係人の定義を明示した上の検討が、④については、判例・学説が分

かれるため、本問の事実関係においてどのような理由でどのように考えるかの

説得的な議論が、⑤については、判例の理解を正確に示すことが、採点におい

ては重視された点である。 
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平成２８年１１月２６日実施 

 

平成２９年度 神戸大学 大学院 法学研究科 実務法律専攻  
入学試験 試験問題 

 

法律科目〔 刑法・刑事訴訟法 〕 

 

第１問［４０点］（答案用紙の試験科目欄には「刑法」と記入してください。）  

 

以下の（１）（２）のいずれも解答せよ。（１）は第１問答案用紙の表面に、

（２）はその裏面に解答すること。特別法違反について論じる必要はない。 

 

（１）事後強盗の共同正犯が問題となる事例を作成し、反対説も紹介しつつ、

その扱い方を簡潔に説明せよ。 

 

 

（２）学校を燃やす意図で、宿直員が泊まる建物と渡り廊下でつながっている

校舎の壁にガソリンを撒いて放火したが、その壁の一部が燃え落ちた段階で、

スプリンクラーが作動して火は消えた。この場合、どのような罪責が問われる

か。必要に応じて、場合分けを示しつつ、解答せよ。 
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第２問［６０点］（答案用紙の試験科目欄には「刑法」と記入してください。）  

 

以下の事例におけるＸおよびＹの罪責を論じなさい。 

 

Ｘの父Ｖ（５０才）は、脳内出血で倒れて、病院に入院しており、直ちに死

亡する危険性はないが意識障害を伴い、医療措置が必要な重篤な状態であった。

医師から、後遺症が残り、最悪意識を回復しない旨を告げられたＸは、困惑し

何とか父を回復させようと、知り合いであったＹに相談した。Ｙは、医師では

ないが、かねてから病気の者の頭を軽く叩き、自らの気で難病を回復させる療

法を掲げ信奉を受けており、Ｘも帰依していた。 

Ｙは、自分の療法に自信があり、Ｘから相談を受けると、「病院の治療では

完全に回復しない。私の下に連れてくれば、後遺症もなく完全に回復させるこ

とができる。是非、連れてきなさい」と述べた。それを信じたＸは、病院長で

ある医師Ｗに相談したところ、医療行為の中止は死につながりかねないと強い

警告をうけ、納得したふりをして引き下がったものの、後遺症なく回復させる

ためにはＹに委ねるしかないと思い込み、強引にＶを病院から連れ出し、Ｙが

滞在していたホテルの部屋にＶを運び込もうと計画を立てた。 

翌日の正午ごろ、医師や看護師に本当のことを言うと止められると思ったＸ

は、「天気が良いので父をベッドに載せたまま、病院の庭で風にあたらせたい。

ちょっとだけベッドごと病院の庭に連れ出したい」と嘘を述べ、Ｗの許可を受

け、庭に連れ出した隙に、Ｙの指示を受け庭まで迎えにきた関係者の車にベッ

ドごと運び込み、Ｖを連れ去った。なお、ベッドの所有権はＷが有しており、

Ｘは利用料を支払いつつ、病室内でＶを寝かせて利用していたが、目的外・病

院外での利用は許されてはいなかった。 

その２時間後、ホテルに運び込まれたＶの重篤な状態を一目見たＹは、かな

り状態が悪く、自己の療法では回復せず、医療措置を受けさせなければ命を落

とすかもしれないと思いつつ、自己の体面を守るためには今さら病院に帰すと

言いだすこともできず、頭を叩く自己の療法を行い続けた。Ｘは、医者の警告

からリスクは理解していたが、他方でＹにより必ず回復するものと信じて見守

っていた。なお、ベッドの持ち出しについては、Ｙは何も知らなかった。 

引き続きホテルの部屋でＹにより継続してその療法が行われていたが、移送

から３日後正午に、Ｖは降圧剤投与と点滴と痰の吸引という医療措置を行わな

かったため、痰の粘度があがり、それが気道を閉塞するという症状を呈し、結

果として窒息死した。その１時間前までに病院において医療措置を受けさせれ

ば、Ｖの命は確実に助かった。また、療法中にホテルの部屋に入ることができ

たのは、Ｙを信奉する関係者およびＸのみであった。 

＊特別法違反について論ずる必要はない。 
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第３問［５０点］（答案用紙の試験科目欄には「刑事訴訟法」と記入してくだ

さい。） 

 

次の〔事例〕を読んで、〔問題〕に解答しなさい。 

 

〔事例〕 甲警察署は、Ｖに１００万円を銀行口座に振り込ませ、これを詐取

したとする詐欺の事実を捜査している。Ｖが振込先として指定された銀行口座

は「乙企画」名義であったが、捜査の結果、「乙企画」には実体がなく、実際

にはＸの犯行である疑いが濃厚となった。そのため、甲警察署では、Ｘの居宅

を捜索すべき場所、「本件に関すると思料される預金通帳、メモ、携帯電話」

を差し押さえるべきものとする捜索差押許可状を裁判官に請求し、適法にその

発付を受けた。 

 甲警察署の司法警察員Ｐ、ＱらがＸの居宅に臨場し、所定の手続を経て捜索

を開始したところ、まずＰが、書類机の引出しの奥まったところに預金通帳が

あるのを発見した。この預金通帳は「乙企画」名義であって、その口座番号も

Ｖの振込先と一致しており，またＶからの１００万円の振込みと，同日のうち

に同額の引出しがあった旨の記帳がなされていた。さらに、この通帳のほかに，

「乙企画」名義でもＸ名義でもない通帳５通が一緒にしまい込まれていた。い

ずれの通帳にも１００万円単位の振込みが複数回記帳されており、かつ同日の

うちに引出しがなされたようであった。Ｐは、「乙企画」名義の預金通帳を差

し押さえるとともに、机の引出し全体が一枚の写真に収まり、その隠し場所や

他の通帳と一緒にしまい込まれていた様子が分かるように写真撮影した（①）。 

Ｑのほうは、食器棚を捜索していて、その引出しからＸ名義の預金通帳を発

見した。Ｘ自身がこの銀行口座を各種の引き落としに用いていることのほか、

繰り返し１００万円単位の振込みがあり、それらの日付が、Ｐの発見した各預

金通帳に記帳されていた引出しの日付とほぼ一致していることを確認した上で、

ＱはこのＸ名義の通帳を差し押さえた（②）。 

 

〔問題〕 

（１） 下線部①の写真撮影は適法か。 

（２） 下線部②の差押えは適法か。 

 

 

 

 

 

 



16 

 

平成２８年１１月２６日実施 

 

平成２９年度 神戸大学 大学院 法学研究科 実務法律専攻  
入学試験 試験問題「出題の意図」 

 

法律科目〔 刑法・刑事訴訟法 〕 

 

第１問（刑法） 

総論・各論の基本的な知識（百選掲載判例の理解を目安とする）を確認する

と共に，法律学の基礎的な素養を試す意図で，「反対説」や「場合分け」とい

う言葉への対応を求めた問題である。小問１は，事後強盗の共同正犯について

「反対説」との対比を問うのだから，適切な事例（窃盗共謀が先行する事例は

出題趣旨に反するので減点対象となる）を示した上で，身分犯説（真正身分説

vs不真正身分説）vs結合犯説（承継的共同の肯定説 vs否定説）という対立関係

を踏まえた「自説」の展開を求めている。小問２は，建造物の一体性が問題と

なる放火の事例について「場合分け」を問うのだから，構造・利用の一体性，

物理的・機能的な一体性（とその認識）の評価が相違しうる事実の違い（解釈

の違いではない）を設定した上で，現住建造物放火の成否（宿直による現住性

と，独立燃焼による既遂の確認を含む）を説明することを求めている。 

 

第２問（刑法） 

 不作為犯、財産犯の基本的知識につき、事例に即した検討を行う能力を求め

る出題である。具体的には、不作為犯については、ほぼ同旨の最高裁決定（最

決平１７・７・４）の判断を踏まえつつ、適切な要件設定、それに従った論述・

あてはめができているかどうかを基準に採点を行った。財産犯については、ベ

ッドの取得につき窃盗、詐欺、横領の各罪が問題となりうるところ、占有の帰

属についての検討・判断、詐欺罪の処分行為についての判断を経たうえで、適

切な帰結を導けているか否かを基準に採点を行った。 

 

第３問（刑事訴訟法） 

①の行為では、適法に発付された捜索・差押え許可状に基づき、捜索場所に

存在する物を写真撮影してよいかが問題となる。本事案の適否判断にあって、

すでに令状は発付されているであるから、先のような写真撮影が強制処分に当

たるか否かそれ自体は関心事でない。令状に記載のない行為でも令状の効力と

して行うことができるのか、またどの程度であれば許されるのかが重要であり、

主としてこの点の理解を問うた。 

②の行為では、適法に発付された令状に基づく差押えの範囲が問題となる。
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差押えは、令状に例示された種類に該当する物件で、かつ令状発付の理由とな

った事件と関連性のあるものの範囲で適法に行われ得る。そのことを踏まえ、

令状発付の理由となった事件のために直接用いられたわけではない銀行口座の

通帳につき、なお差押えに足る関連性があるか、あるとすればそれはどのよう

に説明できるのかを問うた。 
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平成２８年１１月２７日実施 

 

平成２９年度 神戸大学 大学院 法学研究科 実務法律専攻  
入学試験 試験問題 

 

法律科目〔 小論文 〕 

問題 

 

 1990年代以降、冷戦終結を契機として、先進諸国や国際組織によって、人権

保障と経済発展の基礎となる「法の支配」の確立を進めるための支援が積極的

に行われてきた。日本も、とりわけアジア諸国を対象とした支援を進めてきて

おり、政府開発援助（ODA）の一環として法整備支援（法制度の整備に対する

支援）を行っている。 

以下の資料【１】から【５】を読み、これらのすべての資料に基づき、日本政

府による法整備支援の背景（被援助国側の事情を含む）、特徴及び課題につい

て、1400 字以内でまとめよ。解答を作成するうえで、どの資料によったかを資

料番号で明示すること。資料番号は、【 】も含め１マスで示せばよい。 

なお、使用した資料に付記してあった注や表、参考文献などは一部省略し、必

要と思われる箇所には注の付記、表記の変更を行った。 

 

 

 

出典 

【１】渡辺利夫＝三浦有史『ODA（政府開発援助）』（中公新書、2003年） 

【２】鮎京正訓『法整備支援とは何か』（名古屋大学出版会、2011年） 

【３】香川孝三＝金子由芳編著『法整備支援論――制度構築の国際協力入門――』

（ミネルヴァ書房、2007年） 

【４】安田佳子「カンボジアにおける法整備と法の支配」法学新報 112 巻１・

２号（2005年） 
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平成２８年１１月２７日実施 

 

平成２９年度 神戸大学 大学院 法学研究科 実務法律専攻  
入学試験 試験問題「出題の意図」 

 

法律科目〔 小論文 〕 

 

小論文試験は、法曹を目指そうとする者が備えておくべき能力のうち、他者

の主張を理解し、分析する力、要約する力、論理的に思考し、表現する力とい

う初歩的な能力を備えているかどうかをみることを主な目的としている。 

 本問題は、法整備支援に関する様々な資料を読み、その内容を的確に整理す

ることを求めたものである。資料の論旨を精確に理解した上で、法整備支援が

行われる背景、法整備支援の特徴及び課題について、適切に整理しつつ論理的

に表現できたか否かが評価のポイントとなる。 

 

 


