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【民法】 

時効に関するア～オの記述のうち，妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし，

争いのあるものは判例の見解による。 

 

ア．時効の利益は，時効完成の前後を問わず，放棄することができる。 

イ．10 年の取得時効を主張する占有者は，自己が善意・無過失であることや占有が平穏か

つ公然であることを立証する必要はないが，所有の意思をもって占有していることについ

ては立証する必要がある。 

ウ．後順位抵当権者は，先順位抵当権の被担保債権の消滅により抵当権の順位が上昇し，こ

れにより自己の被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るため，先順位抵当権

の被担保債権の消滅時効を援用することができる。 

エ．債務者が，消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には，時効完成

の事実を知らなかったときでも，その完成した消滅時効を援用することは信義則に反し許

されない。 

オ．民法が時効取得の対象物を他人の物としたのは，通常の場合において自己の物について

取得時効を援用することは無意味であるからであって，自己の物について取得時効の援用

を許さない趣旨ではない。 

 

1．ア，イ 

2．ア，オ 

3．イ，ウ 

4．ウ，エ 

5．エ，オ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

【商法】 

株式に関するア～オの記述のうち，妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 

 

ア．公開会社は，定款で定めれば，当該種類の株式の株主が 1 株につき複数の議決権を有

することを内容とする種類の株式を発行することができる。 

イ．公開会社は，当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を

選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。 

ウ．株式譲受人から会社に対し株式名義の書換えの請求をした場合において，会社の過失に

より書換えが行われなかったときは，当該会社は，株式名義の書換えがないことを理由とし

て，株式の譲渡を否認することができないとするのが判例である。 

エ．種類株式発行会社ではない会社が株式の分割を行う場合に，発行可能株式総数を比例的

に増加させるためには，定款を変更することが必要となるため，株主総会の特別決議によら

なければならない。 

オ．会社が株式の併合，分割又は無償割当てを行うことにより，株式の数に 1 株に満たな

い端数が生じる場合には，会社はその端数の合計数に相当する数の株式を全て買い取らな

ければならない。 

 

1．ア，イ 

2．ア，オ 

3．イ，ウ 

4．ウ，エ 

5．エ，オ 

  



 

 

【会計学】 

我が国の企業会計原則に関する次の記述のうち，妥当なのはどれか。 

 

1．真実性の原則とは，企業会計は，企業の財政状態及び経営成績に関して，真実な報告を

提供するものでなければならないとする原則である。企業会計では，会計の選択適用が認め

られている場合が多いため，ここでいう真実とは，絶対的な真実を追求するものではなく，

相対的な真実を意味している。 

2．保守主義の原則においては，予想の損失は計上してはならないとされる。また，この原

則に基づく会計処理として，収益面については，資産を原価主義によって測定し収益を発生

主義によって計上する。 

3．重要性の原則とは，企業会計は，財務諸表によって，利害関係者に対し必要な会計事実

を明瞭に表示し，企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならないとする

原則である。これは，財務諸表が一般投資家にとっても，またその他の利害関係者にとって

も，企業の財政状態及び経営成績に関する判断を下すために重要な情報手段となるためで

ある。 

4．継続性の原則とは，企業会計は，その処理原則及び手順を毎期継続して適用し，みだり

にこれを変更してはならないとする原則である。この原則は，経営者の恣意的な会計処理を

抑えることを目的としており，企業は，法令や会計原則等の会計規範が変更された場合のみ，

一旦採用した会計処理方法を変更することが認められるが，変更後の新しい会計処理方法

を遡って適用し，過去の財務諸表を作り替えることは認められていない。 

5．正規の簿記の原則とは，企業会計は，全ての取引につき，正確な会計帳簿を作成しなけ

ればならないとする原則である。この原則は，全ての取引を網羅的に正しく記録すべきこと

を要求していることから，現在，会計帳簿の作成において，項目の性質や金額の大小から見

て重要性が乏しいからといって，簿外資産又は簿外負債を持つことは認められていない。 

  



 

 

【憲法】 

人権の享有主体に関するア～オの記述のうち，妥当なもののみを全て挙げているのはど

れか。 

 

ア．天皇や皇族も，日本国籍を有する日本国民であり，一般国民と同様の権利が保障される

ため，選挙権及び被選挙権が認められている。 

イ．法人にも，権利の性質上可能な限り人権規定が適用されるため，宗教法人には信教の自

由が，学校法人には学問及び教育の自由が保障される。 

ウ．外国人にも，権利の性質上可能な限り人権規定が適用されるため，永住資格を有する定

住外国人には国政の選挙権及び被選挙権が認められている。 

エ．我が国に在留する外国人には，入国の自由が保障されず，また，外国へ一時旅行する自

由を保障されているものでもないから，再入国の自由も保障されないとするのが判例であ

る。 

オ．法人たる会社は，自然人たる国民と同様，国や政党の特定の政策を支持，推進し又は反

対するなどの政治的行為をなす自由を有しており，その自由の一環として，公共の福祉に反

しない限り，政党に対する政治資金の寄附の自由を有するとするのが判例である。 

 

1．ア，ウ 

2．イ，エ 

3．エ，オ 

4．ア，ウ，オ 

5．イ，エ，オ 

  



 

 

【行政法】 

行政手続法上の申請に対する処分に関するア～オの記述のうち，妥当なもののみを全て

挙げているのはどれか。 

 

ア．行政庁は，申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要

すべき標準的な期間を定めなければならない。 

イ．行政庁は，行政上特別の支障があるときを除き，法令により申請の提出先とされている

機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければ

ならない。 

ウ．行政庁は，申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は，原則として，

申請者に対し，同時に，当該処分の理由を示さなければならない。 

エ．行政庁は，申請書に必要な書類が添付されていないなど，法令に定められた形式上の要

件に適合しない申請については，申請者に対し，当該申請の受理を拒否しなければならない。 

オ．行政庁は，申請に対する処分であって，申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該

法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には，公聴会の開催その他の適

当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けなければならない。 

 

1．ア，イ 

2．ア，エ 

3．イ，ウ 

4．ウ，オ 

5．エ，オ 

  



 

 

【経済学】 

二つの財を消費する消費者の選好に関するＡ～Ｄの記述のうち，妥当なもののみを全て

挙げているのはどれか。ただし，無差別曲線は原点に対して凸の形状を考えるものとする。 

 

Ａ．ともに上級財であるＡ財とＢ財のみを消費する消費者がいる。所得が一定の下，Ａ財の

価格が上昇した場合，代替効果はＡ財の需要量を減少させる方向へ働く。一方，実質所得は

増加するため，所得効果はＡ財の需要量を増加させる方向へ働く。したがって，総効果では，

Ａ財の需要量が増加するか減少するかは確定しない。 

Ｂ．無差別曲線は，同一線上の全ての点において，消費者が同一の満足を得られることを示

すものである。消費者の無差別曲線は複数存在し，必ず上方にある無差別曲線上の点の方が，

下方にある無差別曲線上の点よりも好まれる。また，無差別曲線は互いに交わることがある。 

Ｃ．無差別曲線に対する接線の傾きの絶対値を限界代替率という。一方の財の価格の変化は

最適消費点における限界代替率に影響を及ぼすが，財の価格は変化せず所得が変化したと

きは，最適消費点における限界代替率に影響を及ぼさない。 

Ｄ．下級財については，その価格が上昇すると，所得効果は需要量を増加させる方向へ働く。

しかし，代替効果は需要量を減少させる方向へ働くため，総効果をみると需要量が増加する

場合もあれば減少する場合もある。また，ギッフェン財は，その価格が上昇すると，負の代

替効果を正の所得効果が上回り，需要量が増加する財である。 

 

1．Ａ，Ｂ 

2．Ａ，Ｄ 

3．Ｂ，Ｃ 

4．Ｂ，Ｄ 

5．Ｃ，Ｄ 

  



 

 

【財政学】 

課税の理論に関する次の記述のうち，妥当なのはどれか。 

1．A．スミスは，「公平」「明確」「便宜」「中立」の四つの租税原則を提唱した。彼の唱える

「公平」の原則とは，各人が国家から受ける利益や各人の能力にかかわらず，同一の税負担

をするべきであるという原則である。 

2．A．ワグナーは，租税原則に関して二つの大原則とともに「税収の十分性」や「徴税費最

小」などの七つの小原則を提唱した。その上で，財政政策上の原則を最重要の原則とし，一

定の税収の下で，財政需要をできるだけ小さくするべきであるとした。 

3．H．サイモンズは，資産の純増と消費支出の和を包括的所得と定義し，この包括的所得

に対して課税することが公平であるとした。 

4．E．R．リンダールは，公共財のただ乗り問題を解決するため，リンダール均衡というプ

ロセスを提唱した。これによれば，政府は各個人の税の負担能力に応じた負担比率を提示し，

各個人にはその負担比率に応じた公共財の需要量を表明させ，その合計が公共財の供給量

となる。 

5．政府が個別の財に対する間接税によってある一定額の税収を得ようとするとき，ラムゼ

イ・ルールでは，需要の価格弾力性が高い財になるほど，高い税率を課すことによって厚生

損失が小さくなり効率的となる。 

 

  



 

 

【経営学】 

経営組織論に関する次の記述のうち，妥当なのはどれか。 

 

1．マトリックス組織では，メンバーは機能部門長と事業部長の両方を上司として持つこと

になる。この組織形態は，機能別の専門性の確保と，製品や地域といった市場ごとの対応の

両方を目指したものであるが，機能部門長と事業部長が同等の立場である場合，責任の所在

が不明確になるという問題もある。 

2．ライン・アンド・スタッフ組織とは，スタッフ部門の下位にライン部門を位置付けたも

のである。この組織形態は専門化の効果を発揮しにくいことから，その欠点を克服するもの

としてファンクショナル組織が考案された。 

3．M．ヴェーバーは，官僚制組織の特徴として，明確な職務規定から生じる逆機能につい

て指摘した。これは，組織メンバーが規則を遵守することで，顧客の個別のニーズへの対応

ができず，顧客とのトラブルが増えることから，規則の遵守が更に徹底され，それ自体が目

的となり，組織が合理的に機能しないことを指す。 

4．事業部制組織とは，カンパニー制組織において，事業の細分化が進むことで最新の市場

動向を把握できず，商品開発力の弱体化につながるという問題に対応するために考案され

たものである。また，カンパニー制組織では，経営トップ層は戦略策定と役員人事だけに専

念することはできないが，事業部制組織では専念することができるとされる。 

5．プロジェクト組織とは，ある特定の目的を達成するために複数の異なる組織から組織横

断的にメンバーを選抜して編成される常設的な組織であり，その業務は，企画業務など複数

の部門の意見を集約する必要があるものに限られる。 

 

  



 

 

【政治学】 

政治思想に関するア～オの記述のうち，妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 

 

ア．I．カントは，「何をすべきか」という道徳的判断は，それ自体が固有の普遍的原理であ

るだけでなく，「何をされたか」という経験的な事実からも導くことが可能であると主張し

た。彼は，全ての人間は，何らかの目的を達成するための手段として扱われるだけでなく，

目的そのものとして尊重されなければならないと指摘した。 

イ．F．ハイエクは，社会主義や全体主義といった社会を何らかの計画に基づいてコントロ

ールしようとする思考は，本来歴史過程において自生的に形成されてきた秩序をいたずら

に破壊してしまうと主張した。彼は，市場もまたこの自生的秩序であるとした上で，市場の

失敗を人間の意図的なコントロールによって克服しようとする一切の試みが，本質的に危

険であると指摘した。 

ウ．R．ノージックは，個人の権利は絶対的に尊重すべきであり，課税を通じた所得の再分

配は，権利の侵害であると主張した。彼は，国家は，生命や所有権等に対する個人の権利を

防衛するという限定的な役割を果たせばよく，福祉国家が提供してきた一連の公共サービ

スは，もしそれに類するものが必要ならば，各人が任意に加入する民間の組織で十分代替可

能であると指摘した。 

エ．J．ロールズは，人々が，自分の社会的地位や経済状況，能力の程度や価値観等につい

て，完全な知識を有した状態で何らかの社会的なルールを作ろうとする場合，勝ち負けによ

って極端な差が生じない分配のルールを選択すると主張した。彼は，人々は基本的自由に対

して平等な権利を有するため，社会的・経済的不平等は，いかなる場合にも認められないと

指摘した。 

オ．M．サンデルは，人間が自らの持つ属性や自らの置かれた環境とは関係なく，独立した

自我として思考していくことが，平等で正義にかなった意思決定を行うための条件である

とした。そして，政治権力の過大な行使を伴う積極的是正措置は，個人の自由や権利を不当

に侵害するものであると批判した。 

 

1．ア，エ 

2．ア，オ 

3．イ，ウ 

4．イ，エ 

5．ウ，オ 

  



 

 

【社会学】 

現代社会の理論に関する記述として最も妥当なのはどれか。 

 

1．M．グラノヴェッターは，ボストン郊外に居住するホワイトカラー労働者を対象とする

調査において，接触頻度の低い，「弱い紐帯」を活用した転職者の方が，そうでない者より

職務満足度が高く，年収も増加したことを明らかにした。 

2．A．シュッツは，近現代社会の権力関係の中で自由を存続させる方法を探り，古代ギリシ

ア人らの思索が到達した「自己への配慮」という倫理的実践に比重を置くことに，その可能

性を見いだした。 

3．T．ピケティは，『アンチ・オイディプス』において，社会化過程の中で習得され，身に

付いたものの見方，感じ方，振る舞い方などを持続的に生み出していく性向のことを「プラ

クティス」と呼んだ。 

4．D．ライアンは，『21 世紀の資本』において，イタリアの地域による制度パフォーマン

スの研究の中で，成果の違いを生み出すものとして，社会関係資本という考え方を導入し，

これを結束型と橋渡し型に分類した。 

5．N．ルーマンは，『マクドナルド化する社会』において，オートノミー理論を導入した社

会システム論を展開し，社会システムを，その構成要素である個人が新たな自己を継続的に

生み出す自己言及的なシステムとして捉えた。 

  



 

 

【社会事情】 

我が国の労働をめぐる動向に関する次の記述のうち，妥当なのはどれか。 

 

1．働きやすい職場を実現するため，令和元（2019）年，男女雇用機会均等法の改正により，

事業主は職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止措置を講じることが義務付けら

れたが，職場におけるパワー・ハラスメントについては，適正な業務指導との区別が曖昧で

あることから，事業主が防止措置を講じることを義務付ける旨は，未だ法律で定められてい

ない。 

2．平成 26（2014）年から平成 30（2018）年の 5 年間において，我が国の労働者一人当た

りの年間総実労働時間は増加している。この理由として，一般労働者の総実労働時間は横ば

いから微減で推移しているものの，全労働者に占めるパートタイム労働者の割合が近年減

少し，パートタイム労働者一人当たりの仕事の負担が大きくなり，パートタイム労働者の総

実労働時間が増加していることが挙げられる。 

3．平成 30（2018）年に長時間労働の是正のために，労働時間法制の見直しが行われ，週 45

時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を，原則として月 50 時間，かつ，年 360 時

間とし，違反した場合には罰則を科すこととされた。また，勤務終了後，一定時間以上の「休

息時間」を設けることとする「勤務間インターバル制度」が義務化された。 

4．平成 30（2018）年の我が国の女性の年齢階級別労働力率は，35～39 歳が最も高くなっ

ている。一方，仕事と育児の両立については，平成 30（2018）年の女性の育児休業取得率

は 60％程度にとどまるほか，第一子出産前後の女性の継続就業割合をみると，子どもの出

生年が平成 22（2010）年から平成 26（2014）年である女性の就業継続率は約 30％である。 

5．「働き方改革実行計画」（平成 29 年 3 月 2 日働き方改革実現会議決定）によれば，近年，

副業・兼業希望者は増加しているが，これを認める企業は少ない。しかし，副業・兼業のメ

リットとして，社会全体としてみれば，オープンイノベーションや起業の手段として有効で

あり，都市部の人材を地方でもいかすという観点から地方創生にも資する側面があるとい

われている。 

  



 

 

【情報工学】 

8 キロビット/秒の音声符号化を行う装置において，パケットを生成する周期が 20 ミリ秒 

のとき，1 パケットに含まれる音声符号は何バイトか。ただし，1 キロバイトを 1000 バイ

トとする。 

 

1．10 バイト 

2．16 バイト 

3．20 バイト 

4．80 バイト 

5．160 バイト 

  



 

 

解答 

民法 5 

商法 3 

会計学 1 

憲法 5 

行政法 3 

経済学 5 

財政学 3 

経営学 1 

政治学 3 

社会学 1 

社会事情 5 

情報工学 3 

 


