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解説編の利用にあたって

1 ．本書は，2021年２月６日実施の第48回信用事業業務検定試

験「信用事業法務」に出題した試験問題の解答と解説を収

録しています。

2 ．試験問題は，弊社ホームページに掲載中の別ファイルをご

利用下さい。第46回から，試験問題と解答・解説を分けて

いますので，ご注意下さい。

3 ．解説に，2020年度の通信教育テキストの参照ページを記載

していますが，今後，通信教育テキストの改訂により参照

ページが変更になる可能性がありますので，ご注意ください。

4 ．解説は，原則として，選択肢の順序にあわせて記述してあ

りますが，説明の都合上必ずしもこの順序になっていな

いものもあります。

5 ．なお，試験問題と解説は，試験実施日を基準にしておりま

すので，勉強にあたっては，その後の「法令・規則・制

度等」の改正，変更にご注意下さい。

本書の内容についての照会先 　　　　　　

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１−12−１

農林中金アカデミー研修企画部

TEL　03−3217−3420
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貯 金 債 権 の 法 的 性 質

問　1　貯金契約の法的性質等について，正し

いものは次のうちどれですか。

⑴　貯金契約は，債権者が特定されていない

契約である。

⑵　貯金契約は，金融機関と貯金者の合意の

みにより契約が成立する諾成契約が認めら

れる。

⑶　貯金契約は，金融機関が貯金者から金銭

等を預かり，運用した後に同額の金銭を返

還する賃貸借契約の性質を有する。

⑷　貯金契約は，貯金通帳・証書等の書面に

よらなければ効力が生じない要式契約であ

る。

⑸　当座勘定契約は，取引先が呈示された手

形・小切手の決済等を，受任者である金融

機関に請け負わせる請負契約の性質を有す

る。

	 正解率　48％

正解　⑵	

　解　説

⑴　貯金契約は，貯金者という特定の者

を債権者とする債権である。したがっ

て，⑴は誤りである。TEXT1,27 頁，

「1. 預貯金取引の法的性質」参照。

⑵　貯金契約は，消費寄託契約の性質を

有し，消費寄託契約は目的物の授受を

成立要件とする要物契約とされていた

が，令和 2 年 4 月 1 日施行の改正債権

法では，当事者間の合意のみで成立す

る諾成契約とされている。したがって，

⑵は正しく，これが本問の正解である。

TEXT1,27 頁，「1. 預貯金取引の法的性

質」参照。

⑶　賃貸借契約は，当事者の一方がある

物の使用および収益を相手方にさせる

ことを約し，相手方がこれに対して賃

料を支払うことを約することにより成

立する典型契約であり（民法 601 条），

貯金契約は賃貸借契約ではない。した

がって，⑶は誤りである。TEXT1,27頁，

「1. 預貯金取引の法的性質」参照。

⑷　貯金契約は消費寄託契約であるか

ら，書面によることは要求されてい

ない。したがって，⑷は誤りである。

EXT1,27 頁，「1. 預貯金取引の法的性

質」参照。

⑸　当座勘定契約は，貯金契約としての

性質に加えて，当座勘定取引先が呈示

された手形・小切手の決済等を金融機
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関に委任する委任契約の性質を有する。

したがって，⑸は誤りである。テキス

ト記載なし。

普 通 貯 金 の 強 制 解 約

問　2　普通貯金規定にもとづく強制解約につ

いて，誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　普通貯金が法令や公序良俗に反する行為

に利用され，またはそのおそれがあると認

められるときは，金融機関は当該普通貯金

口座を解約できる。

⑵　普通貯金口座が名義人の意思によらずに

開設されたことが明らかになったときは，

金融機関は当該普通貯金口座を解約できる。

⑶　普通貯金口座の名義人が存在しないこと

が明らかになったときは，金融機関は当該

普通貯金口座を解約できる。

⑷　貯金者が破産手続開始の決定を受けたと

きは，金融機関は当該普通貯金口座を解約

できる。

⑸　貯金者が普通貯金契約上の地位や通帳を

第三者に譲渡したときは，金融機関は当該

普通貯金口座を解約できる。

	 正解率　72％

正解　⑷	

　解　説

⑴　普通貯金規定では，貯金が法令や公

序良俗に反する行為に利用され，また

はそのおそれがある場合には，金融機

関は当該貯金口座を解約できるとされ

ている（同規定 10 条 2 項 3 号）。した

がって，⑴は正しい。TEXT1,105頁，「④

口座の解約」参照。

⑵⑶　普通貯金規定では，貯金口座の名

義人が存在しないことが明らかになっ

た場合，または，貯金口座が名義人の

意思によらず開設されたことが明らか

になった場合には，金融機関は当該貯

金口座を解約できることが定められて

いる（同規定 10 条 2 項 1 号）。したがっ

て，⑵，⑶は正しい。TEXT1,105 頁，「④

口座の解約」参照。

⑷　普通貯金規定には，貯金者について

破産手続開始決定がなされたときに解

約できるとする規定はない。したがっ

て，⑷は誤りであり，これが本問の正

解である。なお，委任者の破産手続開

始決定は委任契約の終了事由であり（民

法 653 条 2 号），委任契約の性質を有

する当座勘定取引契約は終了するが，

主たる性質が消費寄託契約である普通

貯金契約にはこの条文は適用されない。

TEXT1,105 頁，「④口座の解約」参照。

⑸　普通貯金規定では，貯金，貯金契約

上の地位その他取引に係るいっさいの

権利および通帳は，譲渡，質入れでき

ないという譲渡禁止特約が付されてお

り（同規定 9 条 1 項），貯金者がこれに

違反した場合は，金融機関は当該貯金

口座を解約できるとされている（同規

定 10 条 2 項 2 号）。したがって，⑸は

正しい。TEXT1,105頁，「④口座の解約」

参照。

当座貯金への入金が支払資金となる時期

問　3　当座貯金への入金が支払資金となる時

期について，正しいものは次のうちどれです

か。

⑴　他店券を受け入れた場合は，不渡返還時
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限の経過後，その決済が確認された時に支

払資金となる。

⑵　店頭での現金の入金の場合は，当日の勘

定を締めた時に支払資金となる。

⑶　店頭で自店券を受け入れた場合は，窓口

係員が受領した時に支払資金となる。

⑷　金融機関の夜間金庫に金銭が投入された

場合は，金銭が投入された時に支払資金と

なる。

⑸　振込の場合は，仕向金融機関と被仕向金

融機関との間で振込に係る資金が決済され，

その旨を取引先に通知した時に支払資金と

なる。

	 正解率　44％

正解　⑴	

　解　説

⑴　他店券を受け入れた場合には，金融

機関が取り立て，不渡返還時限の経過

後にその決済を確認した時に支払資金

となる（当座勘定規定 2 条 1 項，最判

昭和 46・7・1）。したがって，⑴は正しく，

これが本問の正解である。TEXT1,49

頁，「③他店券受入れの場合」参照。

⑵　店頭での現金入金の場合，窓口の係

員が現金を受け取って金額を確認した

時点で貯金契約が成立し，支払資金と

なる（最判昭和58・1・25参照）。したがっ

て，⑵は誤りである。TEXT1,48 頁，「①

現金による店頭入金の場合」参照。

⑶　店頭で自店券を受け入れた場合，自

店券であっても必ず決済されるとは限

らないから，決済が確認された時点で

支払資金となる（当座勘定規定 2 条

2 項）。したがって，⑶は誤りである。

TEXT1,49 頁，「②当店券の受入れ」参

照。

⑷　夜間金庫に投入された金銭について

は，金融機関が，契約にしたがって次

の窓口営業時間開始後所定の手続によ

り確認のうえ，指定の口座に受け入れ

る手続を行った時に貯金契約が成立す

る（大阪高判平成 20・5・29 参照）。

したがって，⑷は誤りである。テキス

ト記載なし。

⑸　振込の場合には，被仕向金融機関

において受取人の貯金元帳に入金記帳

された時に貯金契約が成立して支払資

金になり，証券類を受け入れた場合に

ついては，その決済を確認した時点で

支払資金となる（当座勘定規定 3 条

1 項）。したがって，⑸は誤りである。

TEXT1,49 頁，「④振込金の入金，他勘

定からの振替入金の場合」参照。

犯 罪 収 益 移 転 防 止 法

問　4　犯罪による収益の移転防止に関する法

律（犯罪収益移転防止法）にもとづく貯金取

引における取引時確認について，誤っている

ものは次のうちどれですか。

⑴　200 万円を超える財産の移転を伴う金融

機関取引については，金融機関は，すべて

の顧客について取引の都度，顧客の資産お

よび収入の状況を確認しなければならない。

⑵　同一の受取人に対する現金による複数回

の連続する振込について，1 回あたりの取

引金額を一定の金額以下に減少させるため

に取引を分割したことが一見して明らかで

あるときは，これらの取引は 1 つの取引と

みなされて取引時確認の対象となる。

⑶　金融機関取引では，同種の取引の態様と
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著しく異なる態様で行われる取引について

も，取引時確認が必要とされている。

⑷　取引の相手方が，関連する他の取引の際

に行われた確認（関連取引時確認）につき，

本人特定事項を偽っていた疑いがある場合

は，金融機関は，関連取引時確認を行った

際に採った方法とは異なる方法で本人特定

事項の確認を行わなければならない。

⑸　株式会社である顧客について取引時確認

を行う場合に，その株式会社の1/4超の議決

権を直接または間接に保有している自然人

がいるとき（他に1/2超の議決権を保有する

自然人がいるとき等を除く）は，実質的支

配者として，その者の本人特定事項の確認

も行わなければならない。

	 正解率　62％

正解　⑴	

　解　説

⑴　金融機関は，取引に関連する他の取

引の際に行われた取引時確認事項等の

確認（関連取引時確認）に係る顧客に

なりすましている疑いや，関連取引時

確認において取引時確認事項を偽って

いた疑いがある相手方と取引を行う場

合など一定の場合には，取引時確認事

項を改めて確認するほか，当該取引が

政令で定める額（200 万円）を超える

資産の移動を伴うときは，それに加え

て顧客の資産および収入の状況を確認

しなければならない（犯罪による収益

の移転防止に関する法律（犯罪収益移

転防止法）4 条 2 項，同法施行令 11 条）。

しかし，取引内容にかかわらず，すべ

ての取引について顧客の資産および収

入の状況を確認する義務を負うわけで

はない。したがって，⑴は誤りであり，

これが本問の正解である。TEXT1,34

頁，「②取引時確認を要する特定取引」

参照。

⑵　犯罪収益移転防止法では，一定の金

額（しきい値）を超える取引について

取引時確認を実施すべきとされている

場合に，1 回あたりの取引の金額を減

少させるために分割して同時または連

続して取引を行っていることが一見し

て明らかなときは，全体を 1 つの取

引とみなして取引時確認の要否を判断

することとされている（同法施行令 7

条 3 項）。したがって，⑵は正しい。

TEXT1,34 頁，「②取引時確認を要する

特定取引」および同 35 頁「③ハイリス

ク取引における取引時確認」参照。

⑶　犯罪収益移転防止法では，顧客管理

を行ううえで特別の注意を要するもの

として，「同種の取引の態様と著しく異

なる態様で行われる取引」が取引時確

認を実施する必要がある特定取引に追

加された（同法施行令 7 条 1 項，同法

施行規則 5 条）。したがって，⑶は正し

い。TEXT1,34 頁，「②取引時確認を要

する特定取引」参照。

⑷　金融機関は，関連する他の取引の際

に取引時確認事項等の確認（関連取引

時確認）が行われた顧客になりすまし

ている疑いや，関連取引時確認の際に

関連取引時確認事項を偽っていた疑い

がある相手方と取引を行う場合など一

定の場合（ハイリスク取引）には，関

連取引時確認を行った際に採った当該

事項の確認の方法とは異なる方法によ

り改めて確認しなければならない（犯
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罪収益移転防止法 4 条 2 項 1 号）。した

がって，⑷は正しい。TEXT1,35 頁，「①

ハイリスク取引とは」参照。

⑸　犯罪収益移転防止法では，法人顧客

の取引時確認を行うにあたって，その

実質的支配者について自然人まで遡っ

て確認が必要とされている。株式会社

の場合は，原則としてその議決権の

1/4 を超える議決権を直接または間接

に有していると認められる自然人がい

る場合（他に 1/2 超の議決権を保有す

る自然人がいるとき等を除く）には，

その自然人について本人確認が必要で

ある（同法 4 条 1 項 4 号，同法施行規

則 11 条 2 項）。したがって，⑸は正しい。

TEXT1,33 頁，「①取引時確認義務の概

要」参照。

疑 わ し い 取 引 の 届 出

問　5　疑わしい取引の届出について，正しい

ものは次のうちどれですか。

⑴　疑わしい取引の届出義務は，金融機関の

みに課せられている。

⑵　金融機関が疑わしい取引に該当すると判

断した場合であっても，結果として取引が

成立しなかったときには届出の対象にはな

らない。

⑶　疑わしい取引の届出の対象となる取引の

範囲は，取引時確認が必要な取引と同じと

されている。

⑷　「疑わしい取引の参考事例」に合致しない

取引については，金融機関が疑わしい取引

に該当すると判断するかどうかにかかわら

ず届出は不要である。

⑸　金融機関は，疑わしい取引の届出を行お

うとすること，または行ったことを，当該

疑わしい取引の届出に係る顧客その他の関

係者に漏らしてはならない。

	 正解率　93％

正解　⑸	

　解　説

⑴　疑わしい取引の届出義務は，犯罪に

よる収益の移転防止に関する法律（犯

罪収益移転防止法）2 条 2 項に列挙さ

れた特定事業者（一部を除く）に課せ

られた義務であって（同法 8 条 1 項），

金融機関のみに課せられているわけで

はない。たとえば，宅地建物取引業者

や貴金属販売業者なども届出義務を負

う。したがって，⑴は誤りである。テ

キスト記載なし。

⑵　金融機関は，特定業務に係る取引に

ついて，当該取引において収受した財

産が犯罪による収益である疑いがある

場合，または当該取引に関して顧客が

組織的犯罪処罰法など一定の犯罪にあ

たる行為を行っている疑いがある場合

には，疑わしい取引の届出をしなけれ

ばならない（犯罪収益移転防止法 8 条

1 項）。取引の成立は要件ではなく，た

とえば口座開設で謝絶した場合であっ

ても届出が必要である。したがって，

⑵は誤りである。TEXT1,39 頁，「⑫『疑

わしい取引の届出』」参照。

⑶　金融機関は，特定業務に係る取引に

おいて収受した財産が犯罪による収益

である疑いがある場合や，当該取引に

関して顧客が組織的犯罪処罰法など一

定の犯罪にあたる行為を行っている疑

いがある場合には，疑わしい取引の届
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出をしなければならない（犯罪収益移

転防止法 8 条 1 項）。たとえば，取引

時確認済みの顧客の貯金口座の入出金

は，ハイリスク取引等に該当しなけれ

ば取引時確認の必要はないが，上記に

該当すれば，疑わしい取引の届出義務

がある。したがって，⑶は誤りである。

TEXT1,39 頁，「⑫『疑わしい取引の届

出』」参照。

⑷　金融庁が公表している「疑わしい取

引の参考事例」は，とくに注意を払う

べき取引の類型を例示したものであっ

て，個別具体的な取引が疑わしい取引

に該当するか否かは，金融機関等が総

合的に勘案して判断するとされている。

　　これらの事例に形式的に合致するも

のが，すべて届出が必要な疑わしい取

引に該当するものではなく，逆に形式

的に合致する取引でなくても，金融機

関が疑わしい取引と判断した場合は届

出の対象となる（金融庁「疑わしい取

引の参考事例」全般的な注意）。したがっ

て，⑷は誤りである。TEXT1,40 頁，「⑫

『疑わしい取引の届出』」参照。

⑸　特定事業者は，疑わしい取引の届出

を行おうとすること，または行ったこ

とを，その疑わしい取引の届出に係る

顧客等またはその関係者に漏らしては

ならない（犯罪収益移転防止法 8 条 3

項）。したがって，⑸は正しく，これが

本問の正解である。TEXT1,39 頁，「⑫

『疑わしい取引の届出』」参照。

生前振出手形・小切手の効果・支払

問　6　当座勘定取引先（個人）が手形・小切手

を振り出した後に死亡した場合に関する記述

について，正しいものは次のうちどれですか。

⑴　当座勘定契約は取引先の死亡により終了

するので，金融機関はその後に呈示された

手形・小切手を支払う義務を負わない。

⑵　振出人の死亡は手形・小切手の効力に影

響を与えないから，金融機関は，取引先の

死亡後に当該手形・小切手が呈示されたら，

残高があれば決済しなければならない。

⑶　手形・小切手の振出人の地位と当座勘定

契約上の地位はいずれも相続人に承継され

るから，金融機関は，取引先の死亡後に手形・

小切手が呈示されたら，相続人の計算にお

いて決済しなければならない。

⑷　金融機関は，取引先の死亡を知った後は，

取引先が生前に振り出した手形・小切手を

決済するよう相続人全員から依頼されても，

当該手形・小切手を決済してはならない。

⑸　金融機関は，取引先の死亡を知った後は，

民法上の事務管理として振出済みの手形・

小切手を決済する義務を負うので，金融機

関は，当該手形・小切手が呈示された場合，

残高があれば決済しなければならない。

	 正解率　36％

正解　⑴	

　解　説

⑴　振出人の死亡により手形・小切手が

無効となるわけではないが，委任契約

の性質を有する金融機関と取引先との

当座勘定契約は取引先の死亡により終

了するから，金融機関は支払義務を負

わない（民法 653 条 1 号，当座勘定規

定 24 条 1 項）。したがって，⑴は正しく，

これが本問の正解である。テキスト記

載なし。
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⑵⑶　上記のように，委任契約の性質を

有する当座勘定契約は取引先の死亡に

より終了し，取引先の相続人が当座勘

定契約上の地位を承継することはなく，

当座勘定契約は終了するから，金融機

関は支払義務を負わない。したがって，

⑵，⑶は誤りである。テキスト記載なし。

⑷　委任契約の受任者は，委任が終了し

た場合にも，急迫の事情があるときは，

相続人等が事務を処理できるようにな

るまで必要な処分をしなければなら

ないとされており（「善処義務」。民法

654 条），当座勘定契約終了後であって

も，この規定を根拠に，金融機関は状

況によって生前振出手形・小切手を決

済することもできる。したがって，⑷

は誤りである。テキスト記載なし。

⑸　民法に規定される事務管理（同法

697 ～ 702 条）は，義務なく他人のた

めに事務の管理を始めた場合に適用さ

れる規定であり，上記のように法律上

支払義務を負わない金融機関に対して，

相続人のために手形・小切手を支払う

という他人の事務を管理させる義務を

負わせる根拠にはならない。したがっ

て，⑸は誤りである。テキスト記載なし。

貯 金 の 消 滅 時 効

問　7　貯金の消滅時効について，正しいもの

は次のうちどれですか。

⑴　金融機関は，貯金口座開設時に，貯金者

との間で時効を援用しないことを合意する

ことができる。

⑵　普通貯金の消滅時効は，貯金者が貯金通

帳を記帳することにより更新される。

⑶　通知貯金の消滅時効は，預け入れた時か

ら進行する。

⑷　当座貯金の消滅時効は，最後に手形・小

切手の決済が行われた時から進行する。

⑸　自動継続定期貯金の消滅時効は，預入後

最初に満期日が到来した時から進行する。

	 正解率　59％

正解　⑵	

　解　説

⑴　時効の利益はあらかじめ放棄するこ

とはできない（民法 146 条）。この規定

は強行規定と解され，金融機関が債務

者である貯金債権についても例外とは

されていない。したがって，⑴は誤り

である。テキスト記載なし。

⑵　貯金者が貯金通帳を記帳すると，そ

こに金融機関が負う貯金債務の金額が

表示されるから，金融機関は貯金者に

対して貯金債務を承認したことになる。

したがって，⑵は正しく，これが本問

の正解である。TEXT1,91 頁，「②普通

預貯金の消滅時効」参照。

⑶　通知貯金は，据置期間が終了した時

から権利行使可能なので，据置期間の

終了時から消滅時効が進行する。した

がって，⑶は誤りである。TEXT1,91頁，

「③通知貯金の消滅時効」参照。

⑷　当座貯金の払戻しは，当座勘定取

引の終了時に請求することができるも

のであるから，当座貯金は，当座勘定

契約が終了した時から消滅時効が進行

するとされている（大判昭和 10・2・

19）。したがって，⑷は誤りである。

TEXT1,90 頁，「①当座貯金の消滅時効」

参照。
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⑸　自動継続定期貯金は，貯金者から解

約の申入れがなされたことなどにより，

それ以降自動継続の取扱いがなされる

ことがなくなった満期日が到来した

時から消滅時効が進行する（最判平成

19・4・24，最判平成 19・6・7）。した

がって，⑸は誤りである。TEXT1,91頁，

「④定期貯金の消滅時効」参照。

振 り 込 め 詐 欺 救 済 法

問　8　犯罪利用預金口座等に係る資金による

被害回復分配金の支払等に関する法律（振り

込め詐欺救済法）に関する記述について，正

しいものは次のうちどれですか。

⑴　振込利用犯罪行為により被害を受け，財

産を失った者は，振り込め詐欺救済法によ

りその損害額の全額の補てんを受けること

ができる。

⑵　貯金に係る債権についてすでに強制執行

の手続が行われている場合であっても，当

該貯金口座が犯罪利用貯金口座であると疑

うに足りる相当な理由があると認められる

ときは，強制執行の手続は中止され，振り

込め詐欺救済法による手続が行われる。

⑶　金融機関は，貯金口座が犯罪利用貯金口

座であると疑うに足りる相当な理由がある

と認められる場合であっても，捜査機関か

ら連絡があるまでは取引停止の措置をとっ

てはならない。

⑷　対象犯罪行為に関連して不正な利益を得

た者は，被害回復分配金の支払を受けるこ

とはできない。

⑸　被害額の総額が犯罪利用貯金口座に滞留

していた残高を超えるときは，差額は預金

保険機構から補てんされる。

	 正解率　82％

正解　⑷	

　解　説

⑴　この法律による手続が進められると，

対象貯金債権は消滅し，消滅貯金等債

権相当額を原資として対象被害者に被

害回復分配金が支払われることになる

ため，対象被害者は必ずしもその損害

額の全額の補てんを受けられるわけで

はない。したがって，⑴は誤りである。

TEXT1,14 頁，「②振り込め詐欺への対

応」参照。

⑵　振り込め詐欺救済法による貯金等に

係る債権の消滅手続は，すでに対象とな

る貯金口座に係る貯金等の払戻しを求

める訴えが提起されていたり，強制執

行，仮差押え，仮処分等の手続が行われ

ていたりするときは開始されない（同法

4 条 2 項 1 号）。したがって，⑵は誤り

である。TEXT1,59 頁，「③預貯金債権

の消滅手続にかかる公告の求め」参照。

⑶　金融機関は，貯金口座が犯罪利用預

金口座等であると疑うに足りる相当な

理由があると認められる場合で，当該

貯金口座等に係る取引の停止等の措置

がまだ講じられていないときは，捜査

機関からの連絡がなくても，すみやか

に当該措置を講じなければならない（振

り込め詐欺救済法 4 条 1 項）。したがっ

て，⑶は誤りである。TEXT1,59 頁，「②

取引の停止措置」参照。

⑷　対象犯罪行為を実行した者やこれに

共犯として加功した者，当該対象犯罪

行為に関連して不正な利益を得た者な

ど，被害回復分配金の支払を受けるこ
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とが社会通念上適切でない者は，その

支払を受けることができない（振り込

め詐欺救済法 9 条 2 号）。したがって，

⑷は正しく，これが本問の正解である。

TEXT1,60 頁，「⑧債権者平等の原則に

基づく被害回復分配金の支払い」参照。

⑸　被害者が複数いる場合で，当該手続

に係る犯罪被害額の総額が消滅貯金等

債権の額を超えるときは，被害回復分

配金の額は，被害額に応じて按分計算

によって算出され（振り込め詐欺救済

法 16 条 2 項），預金保険機構から補て

んされるわけではない。したがって，

⑸は誤りである。TEXT1,14 頁，「②振

り込め詐欺への対応」参照。

貯 金 に 対 す る 差 押 え

問　9　民事執行法による貯金の差押え等につ

いて，誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　差押えの効力は，差押命令が第三債務者

（金融機関）に送達された時に生じる。

⑵　差押えの効力が発生すると，第三債務者

（金融機関）は債務者（貯金者）への貯金払

戻しを禁止される。

⑶　差押債権者が取立権にもとづいて定期貯

金の払戻請求をした場合，金融機関は定期

貯金の満期日が未到来であっても，これに

応じなければならない。

⑷　滞納処分が行われている貯金に対しても，

重ねて民事執行法による差押えを行うこと

ができる。

⑸　貯金の差押えが行われた場合，ほかに差

押えや滞納処分がなく差押えの競合が生じ

ていないときであっても，金融機関は差押

えに係る貯金全額を供託することができる。

	 正解率　66％

正解　⑶	

　解　説

⑴　債権に対する強制執行では，差押え

の効力は，差押命令が第三債務者に送

達された時に生じる（民事執行法 145

条 5 項）。貯金の差押えでは，差押命令

が第三債務者である金融機関に送達さ

れた時に差押えの効力が生じる。した

がって，⑴は正しい。TEXT1,78 頁，「②

差押命令」参照。

⑵　債権に対する差押えの効力が発生す

ると，債務者は債権の取立その他の処

分を，第三債務者は債務者への弁済を

禁止される（民事執行法 145 条 1 項）。

そのため，差押えの効力が発生すると，

第三債務者である金融機関は，債務者

である貯金者に貯金を払い戻すことが

できなくなる。したがって，⑵は正しい。

TEXT1,77 頁，「②差押命令」参照。

⑶　債権が差し押さえられた場合，差押債

権者は債務者に代わって取り立てるこ

とができるが，差押えによって弁済期が

ただちに到来するわけではなく，第三

債務者は従前から有していた期限の利

益を主張することができる。定期貯金

が差し押さえられたときも，金融機関

は満期日まで期限の利益を主張できる。

したがって，⑶は誤りであり，これが

本問の正解である。TEXT1,79 頁，「⑥

差押債権者の金銭債権の取立て」参照。

⑷　国税などの滞納処分が行われている

債権についても，債権者は重ねて民事

執行法にもとづく差押えを行うことが

できる（滞納処分と強制執行等との手
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続の調整に関する法律 20 条の 3 第 1

項）。その結果，差し押さえられた債権

の金額がすべて弁済する金額に満たな

いときは，第三債務者は徴収職員の取

立てに応じて支払っても供託してもよ

い（同法 20 条の 5,20 条の 6）。したがっ

て，⑷は正しい。なお，強制執行によ

る差押えが先行して，後から滞納処分

による差押えが行われた場合は，供託

しなければならない（同法 36 条の 6 第

1 項）。TEXT1,84 頁，「①先行が滞納

処分による差押えで後行が差押えの場

合」参照。

⑸　債権が差し押さえられた場合，第三

債務者は，差押債権者が取り立てるま

では債務を弁済できず不安定な地位に

おかれるから，差押えの競合が生じて

いないときでも，差し押さえられた債

権の全額を供託することにより債務を

免れることができる（「権利供託」。民

事執行法 156 条 1 項）。したがって，

⑸は正しい。TEXT1,81 頁，「③差押え

の競合」参照。

貯金に対する仮差押え

問　10　貯金取引先である Aの貯金に仮差押

命令が送付された場合に関する記述について，

正しいものは次のうちどれですか。

⑴　自動継続定期貯金に仮差押えがあった場

合には，満期日が到来しても自動継続され

ない。

⑵　仮差押えの効力が発生すると，金融機関

は被仮差押貯金の払戻しを禁止される。

⑶　貯金に対し仮差押えを行っても，被保全

債権の消滅時効の完成は猶予されない。

⑷　仮差押命令が取引先 A に送達された日か

ら 1 週間経過したときは，仮差押債権者は

仮差押貯金を取り立てることができる。

⑸　定期貯金に対する仮差押命令は，定期貯

金の満期日が到来していなければ発するこ

とはできない。

	 正解率　35％

正解　⑵	

　解　説

⑴　仮差押命令は，仮差押債権者が有す

る金銭の支払を目的とする債権につい

て，強制執行手続が開始される前に債

務者が財産を処分したり費消したりし

てしまうおそれがあるなど，強制執行

をすることができなくなるおそれがあ

る場合，または強制執行をするのに著

しい困難を生じるおそれがある場合に

発せられる（民事保全法 20 条 1 項）。

　　自動継続特約は当初の定期貯金契約

の一部を構成するものと解され，当該

自動継続定期貯金に対して仮差押えが

行われた場合でも，差し押さえられた

債権の性質が変更されるわけではない

から，自動継続特約は引き続き有効と

解されている（最判平成 13・3・16）。

したがって，⑴は誤りである。テキス

ト記載なし。

⑵　債権に対する仮差押えの効力は，仮

差押命令が第三債務者に送達された時

に発生し（民事保全法 50 条 5 項・民事

執行法 145 条 5 項），効力が発生する

と第三債務者はその債権について債務

者への弁済を禁止される（民事保全法

50 条 1 項）。貯金が仮に差し押さえら

れた場合は，第三債務者である金融機
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関は貯金者に払戻しをすることはでき

ない。したがって，⑵は正しく，これ

が本問の正解である。TEXT1,80頁，「②

仮差押命令」参照。

⑶　仮差押えは時効の完成猶予事由であ

り（民法 149 条 1 号），債務者の貯金

について仮差押えを行った場合は，被

保全債権である仮差押債権者の債務者

に対する債権の消滅時効の完成は猶予

される。したがって，⑶は誤りである。

TEXT1,92 頁，「4. 時効の完成猶予・更

新」参照。

⑷　仮差押えは，将来の強制執行に備

えて債務者の財産を保全する手続であ

り，それ自体が債権の満足を得るため

の強制執行手続ではないから，仮差押

手続の中で仮差押債権者が仮に差し押

さえた債権を取り立てることは認めら

れない。したがって，⑷は誤りである。

TEXT1,80 頁，「②仮差押命令」参照。

⑸　仮差押えの対象は，債務者が権利を

有する不動産，動産，債権などである

が，債権について弁済期が到来してい

ることは要件ではなく，満期到来前の

定期貯金についても仮差押命令を発す

ることができる（民事保全法 50 条 5 項・

民事執行法 145 条 5 項参照）。したがっ

て，⑸は誤りである。テキスト記載なし。

融資取引とコンプライアンス

問　11　融資取引とコンプライアンスについ

て，正しいものは次のうちどれですか。

⑴　住宅ローンの融資に際し，担保建物につ

いて自金融機関取扱いの火災保険契約の締

結を強制したとしても，問題になることは

ない。

⑵　借入れの申込みに対して，支店長が融資

の実行を確約しても，それが口頭による場

合には，その後に融資を謝絶しても，金融

機関に損害賠償責任が発生することはない。

⑶　他金融機関との話し合いによって貸出金

利を統一しても，問題となることはない。

⑷　取引先が反社会的勢力であったとしても，

金融機関はそれを理由として取引先の債務

の期限の利益を失わせることはできない。

⑸　個人保証契約の締結に際しては，保証債

務が実行されることによって自らが責任を

負担することを受容する意思を形成するに

足りる説明を行う。

	 正解率　78％

正解　⑸	

　解　説

⑴　金融機関が住宅ローン融資の際に，

条件として火災保険への加入を条件と

すること自体が禁止されているわけで

はないが，自行取扱いの保険に限定し

て保険募集をする行為は，威圧的募集・

優越的地位を利用した募集等の禁止や

（保険業法 300 条 1 項 9 号・同法施行

規則 234 条 1 項 2 号），抱き合わせ販

売等優越的地位を不当に利用した保険

募集の禁止行為（同項 7 号）に該当す

るおそれがある。したがって，⑴は誤

りである。テキスト記載なし。

⑵　支店の責任者である支店長が，たと

え口頭によるものであっても融資の実

行を確約した場合には，融資予約をし

たとみなされる可能性が高いので，そ

の後，正当な理由なしに融資を謝絶し

たときには，金融機関に損害賠償責任
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が生じる場合がある。したがって，⑵

は誤りである。テキスト記載なし。

⑶　私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（独占禁止法）は，公正

かつ自由な競争を促進して，一般消費

者の利益を確保するとともに，国民経

済の民主的で健全な発展を図るため，

「私的独占」「不当な取引制限」「不公正

な取引方法」を禁止している（同法 3 条，

19 条）。他行との話し合いによって貸

出金利を統一する行為は，経営再建時

において融資先からの要請にもとづい

て貸出金利の引き下げを行うなどの特

殊な場合を除き，「不当な取引制限」（同

法 2 条 6 項）に該当する。したがって，

⑶は誤りである。テキスト記載なし。

⑷　取引先が暴力団等反社会的勢力であ

る場合や暴力的な要求行為等を行った

場合など，金融機関と取引を継続する

のが不適切である場合には，当該取引

先は金融機関からの請求により債務の

期限の利益を失う（暴力団排除条項参

考例参照）。したがって，⑷は誤りであ

る。テキスト記載なし。

⑸　利用者保護のための情報提供・相談

機能等として，個人保証契約について

は，保証債務を負担するという意思を

形成するだけでなく，その保証債務が

実行されることによって自らが責任を

負担することを受容する意思を形成す

るに足る説明を行うことが求められて

いる（主要行等向けの総合的な監督指

針Ⅲ− 3 − 3 − 1 − 2 ⑵①ハ，中小・

地域金融機関向けの総合的な監督指針

Ⅱ− 3 − 2 − 1 − 2 ⑵①ハ）。したがっ

て，⑸は正しく，これが本問の正解で

ある。テキスト記載なし。

融 資 取 引 の 相 手 方

問　12　融資取引の相手方等について，正し

いものは次のうちどれですか。

⑴　権利能力なき社団は，法人格がないため，

取引の相手方とすることができない。

⑵　代理人取引をしている法人の代表者が変

更になった場合には，代理人について改め

て新代表者から委任状の提出を受けなけれ

ばならない。

⑶　医療法人と取引を行う場合には，病院長

が取引の相手方となる。

⑷　代表取締役の定めのある株式会社の場合

には，代表取締役が取引の相手方となる。

⑸　営業を許可された未成年者に対して住宅

ローンを融資する場合，法定代理人の同意

を得ることを要しない。

	 正解率　74％

正解　⑷	

　解　説

⑴　社団法人と同様の実体を備えていな

がら，法人格を認められていない団体

のことを権利能力なき社団というが（最

判昭和 39・10・15），このような団体

にもできるだけ社団法人の規定を類推

適用することが妥当であると解されて

おり，判例もこれを是認しているので，

権利能力なき社団も融資取引の相手方

とすることができる。したがって，⑴

は誤りである。TEXT3,12 頁，「6. 権利

能力なき社団・財団」参照。

⑵　法人の代表者が変更になっても，す

でに選任されている代理人の代理権に
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は影響を及ぼさないので，金融機関は

新代表者から改めて委任状の提出を受

ける必要はない。したがって，⑵は誤

りである。テキスト記載なし。

⑶　医療法人については，原則として 3

名以上の理事を置き，その中の 1 人を

法人を代表する理事長とすることが法

定されているので，医療法人と融資取

引を行う場合には理事長を相手方とし

なければならない（医療法 46 条の 5 第

1 項，46 条の 6 第 1 項，46 条の 6 の 2

第 1 項参照）。したがって，⑶は誤りで

ある。TEXT3,11頁，「③医療法人」参照。

⑷　代表取締役の定めのある株式会社の

場合には，代表取締役が融資取引の相

手方となる（会社法 349 条 1 項，4 項）。

したがって，⑷は正しく，これが本問

の正解である。TEXT3,10 頁，「③株式

会社」参照。

⑸　営業を許可された未成年者は，その

営業に関しては，成年者と同一の行為

能力を有するので（民法 6 条 1 項），許

可された種類の営業に関するかぎり，

その営業に直接・間接に必要ないっさ

いの行為を単独で行うことができる。

しかし，住宅ローンの借入は，営業に

関する行為とはいえないので，当該未

成年者に対して住宅ローンの融資を行

う場合には，法定代理人の同意を得な

ければならない。したがって，⑸は誤

りである。TEXT3,6 頁，「①未成年者

との取引」参照。

制 限 行 為 能 力 者

問　13　制限行為能力者等との融資取引につ

いて，誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　任意後見契約の委任者（本人）と融資取

引をする場合には，任意後見監督人の選任

の前後を問わず，任意後見受任者が本人を

代理しなければならない。

⑵　成年被後見人と融資取引をする場合には，

成年後見人が成年被後見人を代理しなけれ

ばならない。

⑶　婚姻している未成年者と融資取引をする

場合には，親権者の同意は必要としない。

⑷　成年後見人が成年被後見人に代わって，そ

の居住用不動産に抵当権を設定する場合に

は，家庭裁判所の許可を得なければならない。

⑸　被保佐人と融資取引をする場合には，保

佐人の同意を得なければならない。

	 正解率　57％

正解　⑴	

　解　説

⑴　任意後見契約の受任者は，任意後見

監督人が選任される前は任意後見受任

者といい，任意後見監督人が選任され

た後は任意後見人という（任意後見契

約に関する法律 2 条 3 号，4 号）。任意

後見契約は任意後見監督人が選任され

なければその効力を生じないので（同

条 1 号），任意後見受任者という立場

で任意後見契約の委任者を代理するこ

とはできない。そのため，任意後見契

約の委任者と融資取引をする場合には，

任意後見監督人が選任される前は本人

を相手方とし，任意後見監督人が選任

された時からは任意後見人を取引の相

手方とすることとなる。したがって，

⑴は誤りであり，これが本問の正解で

ある。テキスト記載なし。
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⑵　成年後見人は，成年被後見人の財産

に関する法律行為について包括的な代

理権を有しているので（民法 859 条 1

項），成年被後見人と融資取引をする場

合には，成年後見人が成年被後見人を

代理しなければならない。したがって，

⑵は正しい。TEXT3,7 頁，「④成年被

後見人との取引」参照。

⑶　未成年者が婚姻をした場合には，民

法上，成年に達したものとみなされる

ので（同法 753 条），当該未成年者と融

資取引をする場合には，親権者の同意

を得る必要はない。したがって，⑶は

正しい。TEXT3,6 頁，「①未成年者と

の取引」参照。

⑷　成年後見人は，成年被後見人の財産

に関する法律行為について包括的な代

理権を有しているが（民法 859 条 1 項），

居住用不動産の処分に関しては，成年

被後見人の身上面に与える影響が重大

であることから，成年後見人が成年被

後見人に代わってその居住用不動産に

抵当権の設定をする場合には，家庭裁

判所の許可を得なければならないこと

とされている（同法 859 条の 3）。した

がって，⑷は正しい。テキスト記載なし。

⑸　民法 13 条 1 項は，被保佐人の保護

の観点から，被保佐人が保佐人の同意

を得ることを要する重要な財産行為を

列挙しているが，借財（同項 2 号）も

これに含まれているので，被保佐人と

融資取引をする場合には，保佐人の同

意を得なければならない。したがって，

⑸は正しい。TEXT3,8 頁，「⑤被保佐

人との取引」参照。

債 務 の 相 続

問　14　債務の相続について，正しいものは

次のうちどれですか。

⑴　債務者の相続人が限定承認をした場合，

相続財産によって弁済を受けられない債務

があっても，金融機関はこれを被相続人の

保証人に請求することはできない。

⑵　相続人が複数いる場合，各相続人は単独

で自己の法定相続分について限定承認をす

ることができる。

⑶　債務者の相続人が相続放棄をした場合で

も，その者に子がいるときは代襲相続が行

われるから，金融機関はその子に相続債務

を請求することができる。

⑷　相続人間の遺産分割協議において法定相

続分と異なる債務の承継割合を定めても，

金融機関はその合意に拘束されない。

⑸　相続の承認および放棄は，熟慮期間中で

あれば撤回できる。

	 正解率　38％

正解　⑷	

　解　説

⑴　限定承認をした相続人は，相続財

産の限度においてのみ被相続人の債務

および遺贈を弁済すればよいが（民

法 922 条），保証は債権者が債務者か

ら完全な満足を得られない場合に備え

ることをその目的とするものであるか

ら，債務者の相続人が限定承認をして

も，金融機関は保証人に対し被相続人

が負担していた債務を請求することが

できる。したがって，⑴は誤りである。

TEXT3,73 頁，「①限定承認」参照。

⑵　相続人が数人いる場合には，限定
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承認は共同相続人の全員が共同しな

ければすることができない（民法 923

条）。したがって，⑵は誤りである。

TEXT3,73 頁，「①限定承認」参照。

⑶　相続の放棄は代襲原因とはされてい

ないので（民法 887 条 2 項），死亡し

た債務者の相続人が相続の放棄をした

場合には，その者に子がいても，金融

機関はその子に相続債務を請求するこ

とができない。したがって，⑶は誤り

である。TEXT1,63 頁，「②血族相続人」

参照。

⑷　債務者の相続人が遺産分割協議に

おいて法定相続分と異なる債務の承継

割合を定めても，それは金融機関の関

与なくなされたものであるから，金融

機関に対しては効力が及ばないものと

解されている（東京高決昭和 37・4・

13）。したがって，⑷は正しく，これが

本問の正解である。TEXT1,73 頁，「①

融資先の死亡」参照。

⑸　相続の承認および放棄によって相続

関係は確定するので，3 ヵ月の熟慮期

間（民法 915 条 1 項）内であっても，

相続の承認および放棄は撤回すること

ができない（同法 919 条 1 項）。したがっ

て，⑸は誤りである。テキスト記載なし。

証 書 貸 付 と 手 形 貸 付

問　15　証書貸付と手形貸付について，誤っ

ているものは次のうちどれですか。

⑴　金融機関は，証書貸付においては貸付債

権しか有しないが，手形貸付においては，

貸付債権と手形債権を併有することになる。

⑵　証書貸付・手形貸付のいずれも，その法

的性質は金銭の消費貸借である。

⑶　金融機関は，証書貸付債権も手形貸付債

権も，譲渡することができる。

⑷　証書貸付債権も手形貸付債権も，根抵当

権の被担保債権となる。

⑸　金融機関は，証書貸付債権と貯金とを相

殺するときは貸付債権を自働債権とし，手

形貸付債権と貯金とを相殺するときは手形

債権を自働債権とし，相殺しなければなら

ない。

	 正解率　26％

正解　⑸	

　解　説

⑴　金融機関は，証書貸付においては貸

付債権を有し，手形貸付においては貸

付債権と手形債権とを併有することに

なる（農協取引約定書 2 条参照）。した

がって，⑴は正しい。TEXT3,18 頁，「①

融資先の死亡」参照。

⑵　証書貸付は，融資先から借用証書の

差入れを受けて行う貸付であるのに対

し，手形貸付は融資先から貸付金額を

額面とする約束手形の差入れを受けて

行う貸付であるが，それらの法的性質

はいずれも金銭の消費貸借（民法 587

条）である。したがって，⑵は正しい。

TEXT3,16 頁，「②証書貸付の法的性

質」，18 頁，「②手形貸付の法的性質」

参照。

⑶　債権は原則として自由に譲渡するこ

とができるので（民法 466 条 1 項），

証書貸付債権も手形貸付債権も第三者

に譲渡することができる。したがって，

⑶は正しい。テキスト記載なし。

⑷　証書貸付債権も手形貸付債権も金融
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取引による債権であるから，金融機関

が有する根抵当権の被担保債権に含ま

れる（民法 398 条の 3 第 2 項参照）。

したがって，⑷は正しい。テキスト記

載なし。

⑸　金融機関が手形貸付債権と相殺する

場合は，手形債権を自働債権としても

貸付債権を自働債権としてもよい。実

務上は貸付債権を自働債権とすること

が多い。したがって，⑸は誤りであり，

これが本問の正解である。テキスト記

載なし。

債 権 譲 渡 の 対 抗 要 件

問　16　債権譲渡の対抗要件について，正し

いものは次のうちどれですか。

⑴　債権譲渡の対抗要件である債務者に対す

る通知は，譲受人が譲渡人に代位して行う

ことができる。

⑵　債権譲渡登記と民法上の確定日付のある

証書による通知とが競合した場合には，債

権譲渡登記が常に優先する。

⑶　将来発生すべき債権の譲渡についても，

第三者対抗要件を具備することができる。

⑷　債権譲渡についての債務者の承諾は，譲

渡人に対して行わなければならない。

⑸　債権譲渡登記による対抗要件制度は，個

人事業者が行う債権譲渡についても利用す

ることができる。

	 正解率　35％

正解　⑶	

　解　説

⑴　債権譲渡の対抗要件である債務者に

対する通知は，譲渡人が行わなければな

らず，譲受人が譲渡人に代位して行うこ

とはできない（大判昭和 5・10・10）。し

たがって，⑴は誤りである。TEXT3,107

頁，「②第三者対抗要件」参照。

⑵　債権譲渡登記と民法上の確定日付の

ある証書による通知とが競合した場合，

登記された日時と通知書が債務者に到

達した日時の先後によって優劣が判断

される（民法 467 条 2 項，動産及び債

権の譲渡の対抗要件に関する民法の特

例等に関する法律 4 条 1 項，最判昭和

49・3・7）。したがって，⑵は誤りである。

テキスト記載なし。

⑶　将来発生すべき債権の譲渡について

も，将来債権の譲渡の時点で，債権譲渡

の対抗要件（民法467条2 項）の方法によ

り第三者対抗要件を具備することがで

きると解されている（最判平成 13・11・

22）。したがって，⑶は正しく，これが本

問の正解である。テキスト記載なし。

⑷　債権譲渡における債務者の承諾は，

譲渡人に対して行っても，譲受人に対

して行ってもよいとされている（大判

大正 6・10・2）。したがって，⑷は誤

りである。テキスト記載なし。

⑸　債権譲渡登記による対抗要件制度は，

法人が行う債権譲渡のみを適用対象と

しており，個人は利用することができ

ない（動産及び債権の譲渡の対抗要件

に関する民法の特例等に関する法律 4

条 1 項）。したがって，⑸は誤りである。

テキスト記載なし。

消滅時効の完成猶予・更新

問　17　消滅時効の完成猶予・更新について，
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誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　催告を行ったときは，その後 6 ヵ月を経

過するまでの間は，時効は完成しない。

⑵　支払督促の申立てを行うと，消滅時効の

完成猶予の効力が生じる。

⑶　債務者が貸付金の利息を支払うと，貸付債

権について消滅時効の更新の効力が生じる。

⑷　主債務者について消滅時効の更新事由が生

じても，連帯保証人にはその効力は生じない。

⑸　連帯保証人が債務を承認しても，主債務

の消滅時効は更新されない。

	 正解率　59％

正解　⑷	

　解　説

⑴⑵　民法は，時効の完成猶予事由とし

て，支払督促（同法 147 条 2 号）や裁判外

の請求である催告（同法 150 条）を挙げ

ている。そのため，金融機関が支払督促

を申し立てるとその請求債権について

時効の完成猶予の効力が生じるが，催告

による時効の完成猶予の効力は確定的

なものではないので，その後 6 ヵ月以内

に裁判上の請求などの時効の完成猶予

措置を講じなければ，時効の完成猶予

の効力が生じない（同法 147 条）。した

がって，⑴，⑵は正しい。TEXT3,81

～ 82 頁，「①時効の完成猶予」参照。

⑶　利息の支払は元本の承認になるので

（大判昭和 3・3・24 参照），債務者が貸

付金の利息を支払うと，貸付債権の消

滅時効は更新される（民法 152 条 1 項）。

したがって，⑶は正しい。TEXT3,83頁，

「（ウ）承認」参照。

⑷　主債務者に対する時効の更新は，そ

の更新事由のいかんにかかわらず，保

証人に対しても効力を及ぼすこととさ

れている（民法 457 条 1 項）。したがっ

て，⑷は誤りであり，これが本問の正

解である。TEXT3,84 頁，「④時効の完

成猶予または更新の効力が及ぶ者の範

囲」参照。

⑸　令和 2 年 4 月 1 日施行の民法 458 条

では，連帯保証人に対する履行の請求

は，これを絶対的効力事由とする旨の

合意がない限り（民法 441 条ただし書

参照），主債務者に対して効力を生じな

いものとしている。したがって，⑸は

正しい。テキスト記載なし。

債 務 の 弁 済

問　18　債務の弁済について，正しいものは

次のうちどれですか。

⑴　債権に関する証書がある場合に，債務の

全額を弁済したときは，弁済者はその証書

の返還を請求することができる。

⑵　自己宛小切手（預手）で弁済を行っても，

債務の本旨に従った弁済とはならない。

⑶　貸付債務は，債務者の住所地または営業

所において弁済すべき取立債務である。

⑷　債権者である金融機関の承諾がなくても，

債務者は金銭による弁済に代え，不動産の

給付により弁済をすることができる。

⑸　弁済をするについて正当な利益を有する

第三者であっても，債務者が反対の意思表

示をしたときは弁済することができない。

	 正解率　71％

正解　⑴	

　解　説

⑴　債権に証書がある場合に，債務の全
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額を弁済したときは，弁済者はその証

書の返還を請求することができる（民

法 503 条 1 項）。したがって，⑴は正

しく，これが本問の正解である。テキ

スト記載なし。

⑵　金融機関の自己宛小切手（預手）は，

支払が確実なものとして通常は現金と

同様に取り扱われているので，自己宛

小切手を弁済として提供したときは，

特段の事情のないかぎり，債務の本旨

に従った弁済の提供があったものとみ

なされる（最判昭和 37・9・21）。した

がって，⑵は誤りである。TEXT3,96頁，

「1. 弁済の提供」参照。

⑶　貸付債務は，原則として，債務者が

債権者である金融機関の営業店まで出

向いて履行すべき持参債務である（民

法 484 条後段）。したがって，⑶は誤り

である。テキスト記載なし。

⑷　弁済をすることができる者が，債権

者との間で，債務者の負担した給付に

代えて他の給付をすることにより債務

を消滅させる旨の契約をした場合にお

いて，その弁済者が当該他の給付をし

たときは，その給付は，弁済と同一の

効力を有する（民法 482 条）。したがっ

て，⑷は誤りである。テキスト記載なし。

⑸　弁済をするについて正当な利益を有

する者であれば，債務者の意思に反し

ても弁済ができる（民法 474 条）。した

がって，⑸は誤りである。TEXT3,98頁，

「1. 代位弁済」参照。
 

弁 済 に よ る 代 位

問　19　弁済による代位について，誤ってい

るものは次のうちどれですか。

⑴　債務者のために弁済をした者は，弁済をす

るについて正当な利益を有するか否かにか

かわらず，債権者に代位することができる。

⑵　債権者に代位した者は，債権の効力およ

び担保としてその債権者が有していた一切

の権利を行使することができる。

⑶　弁済をするについて正当な利益を有する

者でない第三者が，代位の効果を債務者に

対抗するためには，債務者に対する通知ま

たは債務者の承諾が必要である。

⑷　物上保証人が提供した担保不動産が競売

され，債権者が配当を受けた場合には，物

上保証人は当然に債権者に代位する。

⑸　債権の一部について代位弁済があっても，

一部弁済者は，債権者に代位することはいっ

さいできない。

	 正解率　57％

正解　⑸	

　解　説

⑴　弁済をするについて正当な利益を

有する者以外の者が代位をする場合に

も，債権者の承諾を不要としている（民

法 499 条）。したがって，⑴は正しい。

TEXT3,99 頁，「4. 任意代位」参照。

⑵　債権者に代位した者は，債権の効力

および担保としてその債権者が有して

いた一切の権利を行使することができ

る（民法 501 条）。したがって，⑵は正

しい。TEXT3,99 頁，「5. 代位権者の求

償権」参照。

⑶　任意代位において，債務者に対して

債権の移転を対抗するためには，債権

譲渡の場合と同じく，債務者に対する

通知または債務者の承諾が必要である
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（民法 500 条・467 条）。したがって，

⑶は正しい。TEXT3,99 頁，「4. 任意代

位」参照。

⑷　弁済をするについて正当な利益を有

する者には，保証人，物上保証人（担

保提供者），担保不動産の第三取得者等，

法律上の利害関係を有する者が該当す

ると解されており（最判昭和 39・4・

21，大判昭和 11・12・22），民法 499

条でいう弁済には，弁済と同視し得る

経済的利益を与えた場合も含まれるの

で，債権者が物上保証人の提供した担

保について，競売によって配当を受け

た場合には，物上保証人は当然に債権

者に代位する。したがって，⑷は正しい。

テキスト記載なし。

⑸　債権の一部について代位弁済があっ

た場合には，代位者は弁済した価額に

応じて債権者とともにその権利を行使

することができる（民法 502 条 1 項）。

したがって，⑸は誤りであり，これが

本 問 の 正 解 で あ る。TEXT3,100 頁，

「5. 代位権者の求償権」参照。

相 殺

問　20　金融機関が行う相殺について，誤っ

ているものは次のうちどれですか。

⑴　農協取引約定書上，金融機関から相殺す

る場合における利息・割引料・損害金等の

計算期間は，相殺の計算実行日までとする。

⑵　貸付債権と貯金債権の弁済期が到来し，

相殺適状に達した場合には，法律上当然に

相殺の効力が生じる。

⑶　相殺は，相殺権を行使する金融機関の立

場からすれば担保的機能を営むこととなる。

⑷　保証人の貯金と相殺する場合には，相殺

通知の相手方は保証人となる。

⑸　貸出先の貯金に差押えがあっても，金融

機関は差押前に実行した貸付金と被差押貯

金との相殺をもって差押債権者に対抗する

ことができる。

	 正解率　35％

正解　⑵	

　解　説

⑴　相殺により貸金と貯金が対当額で消

滅する時点は，相殺実行時ではなく相

殺適状を生じた時である（民法 506 条

2 項）ため，相殺により消滅した貸金

と貯金について相殺適状時以降の利息・

損害金は発生しないが，農協取引約定

書 7 条 3 項の特約により，実務上は，

金融機関から相殺する場合における利

息・割引料・損害金等の計算期間を相

殺の計算実行日までとしている。した

がって，⑴は正しい。TEXT3,105 頁，

「5. 相殺の効力」参照。

⑵　相殺は当事者の一方から相手方に対

する意思表示によって行うものである

から（民法 506 条 1 項），相対立する

両債権の弁済期が到来しただけでは相

殺の効力は生じない。したがって，⑵

は誤りであり，これが本問の正解であ

る。TEXT3,104 頁，「③相殺通知書」

参照。

⑶　金融機関は，貸出先の資力が不十分

な場合においても，貸出先から受け入

れた貯金があれば，これと相殺するこ

とによって貸出金を回収することがで

きるので，相殺は担保的機能を有して

いるといわれている（最判昭和 45・6・
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24 参照）。したがって，⑶は正しい。

TEXT3,101 頁，「1. 相殺とは」参照。

⑷　相殺通知は，相殺の当事者の一方で

ある受働債権の債権者（貯金者）に対

して行うのが原則であり，保証人の貯

金と相殺する場合には，相殺通知の相

手方は保証人となる。したがって，⑷

は正しい。テキスト記載なし。

⑸　貸出先の貯金が差し押さえられても，

第三債務者である金融機関は，差押前

に実行した貸出金があり，相殺適状に

達しさえすれば，差押後においても，

当該貸出金と差し押さえられた貯金と

の相殺をもって，差押債権者に対抗す

ることができると解されている（最判

昭和 45・6・24）。したがって，⑸は正

しい。テキスト記載なし。

債 務 引 受

問　21　債務引受について，正しいものは次

のうちどれですか。

⑴　引受人は，債務者が有していた抗弁権を

もって債権者に対抗することができない。

⑵　債務引受契約は，書面で行わなければそ

の効力を生じない。

⑶　引受人は，債務者が債権者に対して有す

る解除権や取消権を行使することが一切で

きない。

⑷　元本の確定前に根抵当権の被担保債務に

ついて債務引受があった場合には，根抵当

権者は引受人の債務について根抵当権を行

使することはできない。

⑸　免責的債務引受が行われると，旧債務者

は引受債務の保証人になったものとみなさ

れる。

	 正解率　31％

正解　⑷	

　解　説

⑴　引受人は，債務者が負担している

債務と同一内容の債務を負担すること

になるため，併存的債務引受か免責

的債務引受かにかかわらず，債務引受

の効果として，債務者が引受の時点で

有する抗弁事由を主張することができ

る（ 民 法 471 条 1 項，472 条 の 2 第

1 項）。したがって，⑴は誤りである。

TEXT3,109 頁，「第 5 節　債務引受」

参照。

⑵　債務引受契約は，保証契約と異なり

要式契約ではないので（民法 446 条 2

項参照），書面ですることを要しない。

したがって，⑵は誤りである。テキス

ト記載なし。

⑶　債務者が債権者に対して取消権また

は解除権を有する場合には，引受人は

債務者が債務を免れるべき限度におい

て，債権者に対して債務の履行を拒む

ことができるとされている（民法 472

条の 2 第 2 項）。したがって，⑶は誤り

である。TEXT3,109 頁，「1. 免責的債

務引受」参照。

⑷　元本の確定前に根抵当権の被担保債

務について債務引受があった場合には，

根抵当権者は引受人の債務についてそ

の根抵当権を行使することができない

（民法 398 条の 7 第 2 項）。したがって，

⑷は正しく，これが本問の正解である。

テキスト記載なし。

⑸　免責的債務引受とは，債務が同一

性を維持したまま引受人に移転し，旧
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債務者は債権関係から離脱する制度

であり，旧債務者が引受債務の保証人

になったものとみなされるわけでは

ない。したがって，⑸は誤りである。

TEXT3,110 頁，「2. 併存的債務引受」

参照。

保 証 人 と 相 続

問　22　保証人と相続について，誤っている

ものは次のうちどれですか。

⑴　保証人が主たる債務を相続したことを知

りながら保証債務を弁済した場合には，主債

務について消滅時効の更新の効力が生じる。

⑵　連帯保証人の死亡は，農協取引約定書に

おける期限の利益の当然喪失事由である。

⑶　特定債務の保証人が死亡した場合には，

相続人はその保証債務を相続する。

⑷　連帯保証人が死亡し相続人が複数いると

きは，各相続人は，その相続分に応じて連

帯保証債務を承継する。

⑸　個人貸金等根保証契約の保証人が死亡し

た場合には，主たる債務の元本は確定する。

	 正解率　58％

正解　⑵	

　解　説

⑴　主債務を単独で相続した保証人は，

従前の保証人としての地位に合わせて，

包括的に承継した債務者としての地位

をも兼ねるものであるから，保証人が

主債務を単独で相続したことを知りな

がら保証債務の弁済をした場合，その

弁済は，特段の事情のないかぎり，債

務者による承認として主債務の消滅時

効を更新する効力を有するものと解さ

れている（最判平成 25・9・13）。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト記載なし。

⑵　期限の利益の当然喪失事由は，農協

取引約定書 5 条 1 項において規定され

ているが，連帯保証人の死亡は当然喪

失事由とはされていない。したがって，

⑵は誤りであり，これが本問の正解で

ある。テキスト記載なし。

⑶　特定債務の保証においては，保証人

が負担すべき債務は保証契約締結の段

階で具体的に特定しており，保証人の

責任は客観化されているので，保証人

が死亡した場合には，その保証債務は

相続人に承継される。したがって，⑶

は正しい。TEXT3,74 頁，「①特定債務

保証」参照。

⑷　連帯保証人が死亡し，その相続人が

複数いる場合には，相続人らは，被相

続人の連帯保証債務をその相続分に応

じて承継し，各自がその承継した範囲

において，主債務者と連帯して債務を

履行すべき義務を負うこととなる。し

たがって，⑷は正しい。テキスト記載

なし。

⑸　個人貸金等根保証契約は，債務者と

保証人の人的な信用関係を基礎として

締結されるのが一般的であるから，保

証人が死亡した場合には，個人貸金等

根保証契約における主債務の元本は

確定する。したがって，⑸は正しい。

TEXT3,74 頁，「②個人貸金等根保証契

約」参照。

個人貸金等根保証契約

問　23　民法上の個人貸金等根保証契約につ
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いて，正しいものは次のうちどれですか。

⑴　個人貸金等根保証契約は，書面でしなけ

ればその効力を生じない。

⑵　個人貸金等根保証契約の極度額は，主債

務の額に対する割合をもって上限の金額を

定めることができる。

⑶　保証人について後見開始の審判があった

ときは，個人貸金等根保証契約における主

たる債務の元本は確定する。

⑷　保証人は，元本確定期日後に弁済期限が

到来する貸付金債権について，保証債務を

負わない。

⑸　一度定めた元本確定期日は，変更するこ

とができない。

	 正解率　22％

正解　⑴	

　解　説

⑴　保証契約は要式行為なので，個人貸

金等根保証契約に限らず，書面でしな

ければその効力を生じない（民法 446

条 2 項）。したがって，⑴は正しく，こ

れが本問の正解である。TEXT3,30 頁，

「1. 保証の意義」参照。

⑵　個人貸金等根保証契約における極

度額は，契約締結の時点において具体

的な金額をもって定めなければなら

ないので，主債務の額に対する割合を

もって上限の金額を定めるなど事後的

に具体的な金額が定まるようにして

も，この極度額を定めたことにはなら

ない。したがって，⑵は誤りである。

TEXT3,32 頁，「③極度額」参照。

⑶　保証人について後見開始の審判が

あったとき，個人貸金等根保証契約

における主たる債務の元本は確定し

ない。したがって，⑶は誤りである。

TEXT3,33 頁，「⑤元本確定事由」参照。

⑷　元本確定期日後に弁済期限が到来す

る貸付金債権であっても，元本確定期

日到来時にすでに存在していれば，当

該貸付金債権は確定した元本に含まれ

るので，保証の対象となる。したがって，

⑷は誤りである。テキスト記載なし。

⑸　個人貸金等根保証契約の締結時に定

められた元本確定期日は，当事者の合

意により変更することができる。なお，

変更後の元本確定期日は，変更をした

日から 5 年以内の日としなければなら

ず，5 年を経過する日より後の日とし

たときは，その元本確定期日の変更は

無効となる（民法 465 条の 3 第 3 項）。

したがって，⑸は誤りである。テキス

ト記載なし。

債 務 保 証 （ 支 払 承 諾 ）

問　24　債務保証（支払承諾）について，誤っ

ているものは次のうちどれですか。

⑴　取引先の委託を受けて金融機関がその債

務を保証し，その対価として保証料を徴収

する取引を債務保証という。

⑵　債務保証は，手形保証，手形引受その他

の債務保証の方法によって行うことはでき

ない。

⑶　債務保証取引は，銀行法上，金融機関の

付随業務と位置付けられている。

⑷　金融機関は，取引先の信用状態が著しく

悪化した場合には，保証債務を履行する前

であっても，取引先に求償権を行使するこ

とができる。

⑸　債務保証において金融機関が発行する保
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証書には，保証債務の履行請求期間を定め

るのが一般的である。

	 正解率　49％

正解　⑵	

　解　説

⑴　債務保証（支払承諾）とは，金融機

関が取引先の委託にもとづき，その債

務を保証して保証料を徴収する取引で

ある（支払承諾約定書 1 ～ 3 条参照）。

したがって，⑴は正しい。TEXT3,26頁，

「①債務保証の意義」参照。

⑵　債務保証は，保証書の発行，手形保

証，手形引受その他の債務保証の方法

によって行って差し支えない（支払承

諾約定書 2 条参照）。したがって，⑵は

誤りであり，これが本問の正解である。

TEXT3,27 頁，「②保証方法」参照。

⑶　債務保証（支払承諾）とは，金融機

関が取引先の委託にもとづき取引先の

ために債務の保証を行うことを承諾す

る取引で，銀行の付随業務として位置

付けられているが（銀行法 10 条 2 項 1

号ほか参照），その法的性質は（準）委

任契約であると解されている。したがっ

て，⑶は正しい。TEXT4,3 頁，「①主

な付随業務」参照。

⑷　金融機関が保証債務を履行すると，

取引先に対し求償権を取得するが（民

法 459 条），保証債務を履行する前で

あっても，取引先の信用状態が著しく

悪化した場合など，後日，保証債務を

履行することになるおそれがあるとき

には，あらかじめ取引先に対して求償

権を行使することができる。同法 460

条は，一定の事由がある場合には保証

人に事前求償権の行使を認めているが，

これだけでは債権保全上十分とはいえ

ないので，支払承諾約定書において事

前求償に関する特約を設け（同約定書

8 条 1 項・2 項），期限の利益の喪失事

由（農協取引約定書 5 条）を事前求償

権の発生事由としている。したがって，

⑷は正しい。テキスト記載なし。

⑸　保証書に除斥期間を設けた場合には，

金融機関は保証先（債権者）から保証

債務の履行請求がないまま一定期間を

経過すると保証債務を免れるので，保

証書の発行に際しては，保証債務の履

行請求権について除斥期間を設けてお

くのが一般的である。したがって，⑸

は正しい。TEXT3,28 頁，「⑦保証債務

の履行・事前求償権の行使」参照。

振 込 指 定

問　25　担保目的の振込指定について，誤っ

ているものは次のうちどれですか。

⑴　振込指定は，質権や譲渡担保権のような

正式担保の設定について第三債務者の承諾

を得にくいような場合に，その代替手段と

して利用される事実上の担保である。

⑵　振込指定とは，債務者が第三債務者に対

して有する代金債権の支払方法を，金融機

関における債務者の特定の貯金口座への振

込に限定し，その振込金を引当に貸付金の

回収を図るものである。

⑶　振込金に係る貯金が差し押さえられた場

合でも，金融機関は差押前に実行した貸付

金との相殺をもって差押債権者に対抗する

ことができる。

⑷　振込指定においては，第三債務者の承諾
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書に確定日付を得たとしても，第三者対抗

要件を具備することはできない。

⑸　債務者が破産手続開始決定を受けた後に

指定口座に振込があった場合，金融機関は

その振込に係る貯金を受働債権として相殺

することができる。

	 正解率　34％

正解　⑸	

　解　説

⑴　振込指定は，代金債権に譲渡・質入

禁止の特約があり，質権や譲渡担保権

のような正式担保を設定することがで

きない場合や，正式担保の設定につい

て第三債務者の承諾を得られない場合

などに，その代替手段として利用され

ることが多い，事実上の担保である（福

岡高判昭和 59・6・11 参照）。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト記載なし。

⑵　振込指定とは，債務者が第三債務者

（代金支払人）に対して有する代金債権

の支払方法を，債務者の指定する融資

金融機関の特定の貯金口座への振込に

限定し，その振込金を引当に融資金融

機関が貸付金の回収を図るものである

（福岡高判昭和59・6・11参照）。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト記載なし。

⑶　振込に係る貯金が差し押さえられた

場合，金融機関は差押後に実行した貸

付金による相殺をもって差押債権者に

対抗することはできないが，差押前に

実行した貸付金による相殺をもって対

抗することができる（最判昭和 45・6・

24，改正民法 511 条 1 項）。したがって，

⑶は正しい。テキスト記載なし。

⑷　振込指定は第三者に対抗することが

できる正式担保ではなく，第三債務者

の承諾書に確定日付を得たとしても，

第三者対抗要件を具備することはでき

ない。したがって，⑷は正しい。テキ

スト記載なし。

⑸　破産手続においては，破産手続開始

後に負担した債務を受働債権とする相

殺は禁止されているので（破産法 71 条

1 項 1 号），破産手続開始後に債務者の

貯金口座に振込があっても，金融機関

はその振込に係る貯金を受働債権とし

て相殺することができない。したがっ

て，⑸は誤りであり，これが本問の正

解である。テキスト記載なし。

内国為替取引の当事者の法律関係

問　26　内国為替取引の当事者の法律関係に

ついて，正しいものは次のうちどれですか。

⑴　振込依頼人と仕向金融機関の間の振込契

約は，振込依頼時に被仕向金融機関に受取

人の貯金口座が存在しないと成立しない。

⑵　仕向金融機関は，振込依頼人に対して，

受取人の貯金口座に振込金が入金され振込

事務が完了するまで，委任契約の受任者と

しての義務を負う。

⑶　振込依頼人と受取人の間の振込の原因と

なる取引が取り消されたとしても，振込依

頼人と仕向金融機関の間の振込契約の効力

には影響しない。

⑷　代金取立の受託金融機関と取立証券類の

支払人の法律関係は，証券類の取立委任を

内容とする委任契約である。

⑸　代金取立の取立依頼人と委託金融機関の

法律関係は，証券類の取立委任を内容とす

る第三者のためにする契約である。
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	 正解率　50％

正解　⑶	

　解　説

⑴　振込における振込依頼人と仕向金融

機関の間の法律関係は委任契約であり，

被仕向金融機関に受取人の貯金口座が

なくても振込契約は成立する（振込規

定 3 条）。したがって，⑴は誤りである。

TEXT2,94 頁，「①受取人の預貯金口座

の存在」参照。

⑵　仕向金融機関の委任事務は，被仕向

金融機関に振込通知を依頼に従って発

信することであり，受取人の貯金口座

に振込金が入金され振込事務が完了す

るまで委任契約の受任者としての義務

を負うわけではない。したがって，⑵

は誤りである。TEXT2,89 頁，「①依頼

人と仕向銀行（または委託銀行）」参照。

⑶　振込において，振込依頼人から受取

人の金融機関の普通貯金口座に振込が

あったときは，両者の間に振込の原因

となる法律関係が存在するか否かにか

かわらず，受取人と金融機関との間に

振込額相当の普通貯金契約が成立する

（最判平成 8・4・26）。したがって，⑶

は正しく，これが本問の正解である。

TEXT2,105 頁，「（イ）振込依頼人の受

取人名誤記による振込入金の場合」参

照。

⑷　代金取立における受託金融機関と取

立証券類の支払人の法律関係は，たん

なる証券類の取立権限を有する者とそ

の支払をする者の関係にとどまり，委

任契約の関係はない。したがって，⑷

は誤りである。TEXT2,121 頁，「③受

託銀行と支払人」参照。

⑸　代金取立における取立依頼人と委託

金融機関の法律関係は，証券類の取立

委任を内容とする委任契約であり，第

三者のためにする契約ではない。した

がって，⑸は誤りである。TEXT2,120

頁，「①依頼人と委託銀行」参照。

振込規定に定める振込の取扱い

問　27　振込規定に定める振込の取扱いにつ

いて，誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　振込依頼書による振込の場合には，金融

機関が振込の依頼を承諾し，振込資金等を

受領した時に振込契約が成立するものとし

ている。

⑵　振込機による振込の場合には，金融機関

のコンピュータ・システムにより振込の依

頼内容を確認した時に振込契約が成立する

ものとしている。

⑶　振込契約が成立したときは，金融機関は

振込資金受取書等を依頼人に交付するもの

としている。

⑷　仕向金融機関は，振込依頼書の記載の不

備または振込機の誤入力によって生じた損

害については，責任を負わないものとして

いる。

⑸　振込依頼人が振込依頼書に記入し，また

は振込機に入力した事項を，振込依頼人と

仕向金融機関の間の振込依頼内容とするも

のとしている。

	 正解率　59％

正解　⑵	

　解　説

⑴⑵　振込依頼書による振込の場合には，
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金融機関が振込の依頼を承諾し振込資

金等を受領した時，振込機による振込

の場合には，コンピュータ・システム

により振込の依頼内容を確認し，振込

資金等を受領した時に振込契約が成立

する（振込規定 3 条 1 項，2 項）。した

がって，⑴は正しく，⑵は誤りであり，

これが本問の正解である。TEXT2,98

頁，「（イ）振込契約の成立（同ひな型 3）」

参照。

⑶　振込契約が成立したときは，金融機

関は，依頼内容を記載した振込資金受

取書等を依頼人に交付する（振込規定

3 条 3 項）。したがって，⑶は正しい。

テキスト記載なし。

⑷　仕向金融機関は，振込依頼書の記載

の不備または振込機の誤入力によって

生じた損害については，責任を負わな

い（振込規定 2 条 3 項）。したがって，

⑷は正しい。TEXT2,94 頁，「②被仕向

銀行，受取人名等の指定」参照。

⑸　振込規定においては，振込依頼人が

振込依頼書に記載した事項，または振

込機に入力した事項が振込依頼人と仕

向金融機関の間の依頼内容とされる（同

規 定 2 条 1 項 3 号， 同 条 2 項 4 号 ）。

したがって，⑸は正しい。TEXT2,96頁，

「①振込依頼書への記入」参照。

振込における被仕向金融機関の取扱い

問　28　振込における被仕向金融機関の取扱

いについて，正しいものは次のうちどれです

か。

⑴　振込通知に記載された受取人名義の貯金

口座が解約されている場合には，被仕向金

融機関は受取人に連絡して振込金を現払い

することができる。

⑵　仕向金融機関から振込通知の重複発信に

よる取消依頼を受けた場合には，受取人の

承諾を得ずにその入金を取り消して振込金

を返却することができる。

⑶　受取人名義が法人名義の振込通知を受信

したがその法人名義の貯金口座はなく，そ

の法人の代表者の個人名義の貯金口座があ

るときは，その代表者の個人名義の貯金口

座に振込金を入金することができる。

⑷　振込通知に記載された受取人名義の貯金

口座がある場合でも，あらかじめ受取人か

ら振込による入金口座について指定があっ

たときは，その指定された貯金口座に振込

金を入金しなければならない。

⑸　振込先口座と名義および口座番号は一致

しているが，貯金種目が違っている貯金口

座が存在する場合は，その貯金口座に入金

処理しても差し支えない。

	 正解率　87％

正解　⑵	

　解　説

⑴　振込における被仕向金融機関の振込

事務処理の基本は，振込通知に記載さ

れた受取人の貯金口座に振込金を入金

記帳することである。振込通知に記載

された受取人名義の貯金口座が取引解

約後で存在しない場合に，当該受取人

に振込金を現払いすることは委任事務

違反となる。したがって，⑴は誤りで

ある。TEXT2,103 頁，「③振込金の現

払い」参照。

⑵　仕向金融機関から振込通知の重複発

信による取消依頼を受けたときは，当該
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振込について受取人名義の貯金口座に

振込金を入金済みであっても，受取人の

承諾を得ないでその入金を取り消して，

振込金を仕向金融機関に返還すること

ができる（普通貯金規定 3 条 2 項参照）。

したがって，⑵は正しく，これが本問

の正解である。TEXT2,99 頁，「3 被仕

向銀行あて振込通知等の発信」参照。

⑶　法人名義あての貯金口座への振込に

ついて，当該口座がなく，当該法人の代

表者の個人名義の貯金口座があったと

しても，そこに入金することは委任事務

違反となる。したがって，⑶は誤りであ

る。TEXT2,102 頁，「①入金口座」参照。

⑷　振込通知に記載された受取人名義の

貯金口座がある場合において，あらかじ

め受取人から入金口座の指定があった

としても，振込依頼人の依頼した口座で

なければ，金融機関はその指定口座に入

金することはできない。したがって，⑷

は誤りである。TEXT2,102頁，「②受取人

の申し出による入金口座の変更」参照。

⑸　振込先口座の名義，口座番号が一致

していても，貯金種目が違っている場

合には，仕向金融機関に照会する必要

がある。したがって，⑸は誤りである。

TEXT2,102 頁，「②受取人の申し出に

よる入金口座の変更」参照。

代金取立における委託金融機関の取扱い

問　29　代金取立における委託金融機関の取

扱いについて，正しいものは次のうちどれで

すか。

⑴　委託金融機関は，取立依頼を受けた手形・

小切手の手形要件，小切手要件の白地を補

充する義務を負う。

⑵　手形，小切手，公社債，その他の証券類

のうち，貯金口座にただちに受入れができ

るものは代金取立として取り扱われる。

⑶　支払呈示期間を経過した小切手は，代金

取立として受け付けることはできない。

⑷　取立依頼を受けた手形が不渡りになった

ときは，取立依頼人の届出の住所あてに不

渡りになった旨の通知をする。

⑸　取立依頼を受けた証券類のすべてについ

て，支払のための呈示をする義務を負う。

	 正解率　64％

正解　⑷	

　解　説

⑴　代金取立規定 2 条 1 項においては，

取立依頼を受けた手形・小切手の手形

要件，小切手要件の白地は，あらかじ

め依頼人等が補充し，金融機関は補

充する義務を負わないことを定めて

いる。したがって，⑴は誤りである。

TEXT2,123 頁，「①要件の補充等」参照。

⑵　代金取立規定 1 条においては，手

形，小切手，公社債，その他の証券の

うち貯金口座にただちに受入れができ

ないもの（証券類）は，代金取立とし

て取り扱うことを定めている。ただち

に受入れができるものは貯金口座で受

け入れることになり，代金取立にはな

らない。したがって，⑵は誤りである。

TEXT2,120 頁，「3 代金取立の対象」

参照。

⑶　代金取立における委託金融機関の取

扱いの基本は代金取立規定に定められ

ているが，まず，小切手についてはそ

れが支払証券であることに鑑み，支払
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委託の取消がないかぎり呈示期間経過

後も支払うことができることになって

いることから（小切手法 32 条 2 項），

代金取立として受け付けることがで

きる。したがって，⑶は誤りである。

TEXT2,120 頁，「3 代金取立の対象」

参照。

⑷　取立依頼を受けた手形などの証券

類が不渡りになった場合，ただちにそ

の通知を届出の住所あてに発信すると

ともに，不渡りとなった証券類は金融

機関の取扱店で返却する（代金取立規

定 7 条 1 項，2 項）。したがって，⑷

は正しく，これが本問の正解である。

TEXT2,124 頁，「⑤証券類の不渡り」

参照。

⑸　取立依頼を受けた証券類の取立につ

いては，未引受の為替手形や手形交換

によって呈示ができない証券類もある

ことから，取立依頼を受けたすべての

証券類について，支払のための呈示を

する義務を負うわけではない（代金取

立規定 5 条）。したがって，⑸は誤りで

ある。TEXT2,124 頁，「③引受けのな

い為替手形等の取扱い」参照。

約束手形における署名

問　30　約束手形における署名等について，

誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　署名とは，自署と，記名押印の両方を意

味する。

⑵　振出人の署名は，必要的記載事項である。

⑶　法人の振出署名は，法人名とその代表者

名のほか，代表資格を表示し，押印する方

法による。

⑷　記名押印に使用する印は，実印でなけれ

ばならない。

⑸　振出人の署名は，本人の呼称であること

が知られているかぎり，通称・雅号でも有

効と解されている。

	 正解率　82％

正解　⑷	

　解　説

⑴　署名とは，行為者の名称を本人自ら

が手書きをする自署の場合のほか，記

名押印も含まれる（手形法 82 条）。し

たがって，⑴は正しい。TEXT2,21 頁，

「（ア）署名の意義」参照。

⑵　約束手形の必要的記載事項は，①約

束手形文句，②手形金額，③単純なる

支払約束文句，④満期，⑤支払地，⑥

受取人，⑦振出日，⑧振出地，⑨振出

人の署名である（手形法 75 条）。した

がって，⑵は正しい。TEXT2,21 頁，「⑨

振出人の署名（同条 7 号）」参照。

⑶　法人は，その機関を通じて手形行為

を行う。法人の記名押印については，

法人の代表機関が法人のためにするこ

とを明らかにして自己（代表機関）の

署名（記名押印）をする必要がある（最

判昭和 41・9・13）。そのため，法人

名，代表者名，代表資格（肩書）を表

示したうえで，代表者が記名押印する

必要がある。したがって，⑶は正しい。

TEXT2,21 頁，「（エ）会社その他の法

人の署名」参照。

⑷　記名押印に用いる押捺印については，

実印に限らず，金融機関への届出印，

三文判等でも構わないとされている。

ただし，拇印は押捺印に含まれないと
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解されている（大判昭和 7・11・19）。

したがって，⑷は誤りであり，これが

本問の正解である。TEXT2,21頁，「（ウ）

記名捺印」参照。

⑸　手形に記載されるべき署名について

は，必ずしも正式の氏名等でなければ

ならないわけではなく，社会通念上そ

の行為者を識別することができる名称

であれば，通称や雅号などでもよい（大

判明治 39・10・4）。したがって，⑸は

正しい。TEXT2,21 頁，「（イ）署名に

より表示される名称」参照。

無 効 と な る 裏 書

問　31　無効となる手形の裏書は，次のうち

どれですか。

⑴　裏書を禁止する旨を記載した裏書

⑵　手形金額の一部についてする裏書

⑶　無担保文句を記載した裏書

⑷　被裏書人欄が空白のままの裏書

⑸　裏書日付がない裏書

	 正解率　72％

正解　⑵	

　解　説

⑴　裏書人が裏書をするにあたり，新た

な裏書を禁じる旨の記載をした裏書を

裏書禁止裏書という（手形法 15 条 2 項・

77 条 1 項 1 号）。裏書禁止裏書を受け

た被裏書人は，さらに裏書により手形

を譲渡することができるが，裏書を禁

止した裏書人は，自分の直接の被裏書

人に対しては担保責任を負うが，その

後の被裏書人に対しては担保責任を負

わない。したがって，⑴は無効とはな

らない。TEXT2,37 頁，「④裏書禁止裏

書」参照。

⑵　手形金額の一部についてする裏書を

一部裏書といい，無効とされる（手形

法 12 条 2 項・77 条 1 項 1 号）。したがっ

て，⑵は無効となり，これが本問の正

解である。TEXT2,36 頁，「⑩裏書の単

純性」参照。

⑶　手形上の責任を負わない旨の無担保

文句を記載した裏書のことを，無担保

裏書という。無担保裏書をした裏書人

は，自分より後の手形権利者すべてに

対して担保責任を免れる（手形法 15

条 1 項・77 条 1 項 1 号）。したがって，

⑶は無効とはならない。TEXT2,37 頁，

「③無担保裏書」参照。

⑷　裏書文句は記載するが，被裏書人欄

が空白のままの裏書や，裏書文句も被

裏書人も記載しないで単に裏書人が署

名だけをする方法も，白地式裏書とし

て有効である（手形法 13 条 2 項・77

条 1 項 1 号）。白地式裏書によって譲

渡を受けた者は，自己の名をもって被

裏書人欄を補充することによって，ま

たは補充しないでも権利行使ができ

る（同法 14 条 2 項・77 条 1 項 1 号）。

したがって，⑷は無効とはならない。

TEXT2,35 頁，「⑤白地式裏書」参照。

⑸　裏書に日付の記載がない場合には，

拒絶証書作成期間経過前に裏書された

ものであるとの法律上の推定が与えら

れる（手形法 20 条 2 項・77 条 1 項 1

号）。したがって，⑸は無効とはならな

い。TEXT2,36 頁，「⑧裏書日付・住所

記載の意義」参照。
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手 形 の 偽 造 ・ 変 造

問　32　手形の偽造・変造について，正しい

ものは次のうちどれですか。

⑴　他人の名義を無断で使用して手形行為を

することを，手形の変造という。

⑵　権限のない者が，手形上の記載を変更す

ることを，手形の偽造という。

⑶　手形の偽造者は，不法行為による損害賠

償責任を負うことがあるだけでなく，手形

法上の責任も負うことがある。

⑷　手形の振出人名義が偽造された場合，本

人が追認をしても，本人に効力は生じない。

⑸　偽造手形に実印が押印されていれば，そ

れが届出印でなかった場合でも，その手形

を支払った金融機関は，損害賠償責任を負

うことはない。

	 正解率　89％

正解　⑶	

　解　説

⑴⑵　手形の署名以外の記載事項に，他

人が権限なく変更を加えることを手形

の変造といい，署名の代行権限を有し

ない者が，他人の署名を偽って，あた

かもその他人がその手形行為をなした

かのような外観を作り出すことを手形

の偽造という。したがって，⑴，⑵は

誤りである。TEXT2,61 頁，「11. 偽造・

変造」参照。

⑶　手形の偽造については，偽造者は手

形上に自己の署名をしたわけではない

から手形上の責任を直接負うことはな

く，民法上の不法行為にもとづく損害

賠償請求責任が成立するにとどまるの

が原則であるが，判例は，手形の偽造

者は，手形法 8 条の類推適用により

手形上の責任を負うとした（最判昭和

49・6・28）。したがって，⑶は正しく，

これが本問の正解である。TEXT2,61

頁，「3 偽造者の責任」参照。

⑷　判例においては，「手形の振出名義

が偽造された場合も，追認によって

振出行為が最初から本人に効力を生

ずる」とされている（最判昭和 41・

7・1）。したがって，⑷は誤りである。

TEXT2,61頁，「2被偽造者の責任」参照。

⑸　金融機関は，当座勘定取引契約にお

いて取引印として届け出られていない

実印を用いて振り出された手形を支払

うにあたっては，取引先に支払委託の

有無を確認するなどの注意義務があり，

これを尽くすことなく偽造手形の支払

をしたときは，過失の責任を免れない

（最判昭和 58・4・7）。したがって，⑸

は誤りである。TEXT2,61 頁，「4 偽造

とは知らずに支払った金融機関の責任」

参照。

手形・小切手の消滅時効期間

問　33　手形・小切手の消滅時効期間につい

て，誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　約束手形の振出人に対する手形上の請求

権は，満期の日から 6 ヵ月で時効にかかる。

⑵　約束手形の裏書人の他の裏書人に対する

遡求権は，その裏書人が手形の受戻しをし

た日，または訴えを受けた日から 6 ヵ月で

時効にかかる。

⑶　拒絶証書作成免除文句がある約束手形の

所持人の裏書人に対する遡求権は，満期の

日から 1 年で時効にかかる。
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⑷　小切手の所持人の振出人に対する遡求権

は，呈示期間経過後 6 ヵ月で時効にかかる。

⑸　為替手形の引受人に対する手形上の請求

権は，満期の日から 3 年で時効にかかる。

	 正解率　34％

正解　⑴	

　解　説

⑴　約束手形の所持人が有している振出

人に対する手形上の権利の消滅時効期

間は，満期の日から 3 年間である（手

形法 77 条 1 項 8 号・70 条 1 項）。した

がって，⑴は誤りであり，これが本問

の正解である。TEXT2,76 頁，「1 手形

の時効」参照。

⑵　約束手形の裏書人が有している他の

裏書人に対する遡求権の消滅時効期間

は，裏書人が手形の受戻しをした日，

またはその者が訴えを受けた日から

6 ヵ月である（手形法 77 条 1 項 8 号・

70 条 3 項）。したがって，⑵は正しい。

TEXT2,76 頁，「1 手形の時効」参照。

⑶　約束手形の所持人が有している裏書

人に対する遡求権の消滅時効期間は，

適法の時期に作成された支払拒絶証書

の日付から 1 年間であるが，拒絶証書

作成免除文句があるときは満期の日か

ら 1 年間である（手形法 77 条 1 項 8 号・

70 条 2 項）。したがって，⑶は正しい。

TEXT2,76 頁，「1 手形の時効」参照。

⑷　小切手の所持人が有する裏書人・振

出人等に対する遡求権の消滅時効期間

は，呈示期間経過後 6 ヵ月である（小

切手法 51 条 1 項）。したがって，⑷は

正しい。TEXT2,77頁，「2小切手の時効」

参照。

⑸　為替手形の引受人に対する手形上の

請求権は，満期の日から 3 年で時効に

かかる（手形法 70 条 1 項）。したがって，

⑸は正しい。TEXT2,76 頁，「1 手形の

時効」参照。

小 切 手

問　34　小切手について，誤っているものは

次のうちどれですか。

⑴　小切手は，一覧払いとされている。

⑵　小切手は，振出人が支払人に対して，そ

の券面に記載した金額を所持人に支払うこ

とを委託する有価証券である。

⑶　小切手の支払呈示期間は，振出日を含め

て 10 日間である。

⑷　小切手は，金融機関を支払人として振り

出す。

⑸　小切手は，引受が禁じられている。

	 正解率　67％

正解　⑶	

　解　説

⑴　小切手は必ず一覧払いとしなくては

ならず，これに反するいっさいの記載

は，その記載がないものとされる（小

切手法 28 条 1 項）。したがって，⑴は

正しい。TEXT2,7 頁，「4. 小切手とは」

参照。

⑵　小切手は，振出人が支払人（通常は

金融機関）にあてて一定の金額を第三

者（通常は所持人）に支払うように委

託した有価証券である（小切手法 3 条，

当座勘定規定 7 条 1 項）。したがって，

⑵は正しい。TEXT2,7 頁，「4. 小切手

とは」参照。
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⑶　国内において振り出し，かつ支払う

べき小切手は，10 日以内に支払のため

の呈示をしなくてはならない（小切手

法 29 条 1 項）。小切手法は初日不参入

の原則を採用しているが（同法 61 条），

同法 29 条 4 項には，「本条ニ掲グル期

間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシ

テ記載シタル日トス」とされている。

この点について，小切手関係上最も重

要な呈示期間を初日不参入の原則の例

外とするのは不合理であるから，29 条

4 項の「起算日」は「初日」の意味に

読み替えて，呈示期間についても初日

不参入の原則を適用する解釈がなされ

ており，振出日を含めて 11 日が小切手

の支払呈示期間となっている。したがっ

て，⑶は誤りであり，これが本問の正

解である。TEXT2,44 頁，「2 小切手の

支払呈示期間」参照。

⑷　小切手の支払人は金融機関（法令に

よって金融機関と同視されるものを含

む）でなければならない（小切手法 3

条参照）。振出人が小切手契約および支

払資金のない金融機関を支払人として

小切手を振り出したときは，小切手自

体は有効であるが，過料の制裁を受け

ることがある（同法 71 条）。したがって，

⑷は正しい。TEXT2,25 頁，「3. 小切手

の振出」参照。

⑸　小切手の支払人の資格が金融機関に

限られていることから，小切手は（支

払人による）引受が禁じられており，

引受の記載があってもないものとみな

される（小切手法 4 条）。引受に代わ

るものとして，短期間のみ有効な小

切手の支払保証制度がある（同法 53

条以下）。したがって，⑸は正しい。

TEXT2,29 頁，「1. 為替手形の引受け」

参照。

線 引 小 切 手

問　35　線引小切手について，正しいものは

次のうちどれですか。

⑴　特定線引の被指定金融機関の名称は，抹

消することができる。

⑵　線引は，振出人以外の者はすることがで

きない。

⑶　線引は，裏判を押捺することにより抹消

することができる。

⑷　一般線引小切手は，2 条の平行線の間に

特定の金融機関の名称を記載したものをい

う。

⑸　一般線引小切手は，特定線引小切手に変

更することができる。

	 正解率　64％

正解　⑸	

　解　説

⑴　特定線引の被指定金融機関の名称

を抹消することはできない。仮に抹

消したとしても，抹消されなかった

ものとみなされる（小切手法 37 条 5

項）。したがって，⑴は誤りである。

TEXT2,59 頁，「②特定線引」参照。

⑵　小切手の線引は，小切手の振出人ま

たは所持人が行うことができる（小切

手法 37 条 1 項）。したがって，⑵は誤

りである。TEXT2,60頁，「3線引の排除」

参照。

⑶　小切手の線引は抹消できない（小切

手法 37 条 5 項）。しかし，当座勘定規
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定において，線引小切手の呈示があっ

た場合，その裏面に届出印の押捺（裏

判）がある場合には，金融機関は，相

手が自己の取引先でなくても支払うこ

とができることにしている（同規定 18

条）。この裏判は当座勘定取引先との間

の契約にもとづくものであり，当事者

間のみで有効である。つまり，裏判に

は線引抹消の効果はない。したがって，

⑶は誤りである。TEXT2,60 頁，「3 線

引の排除」参照。

⑷　一般線引小切手は，小切手の表面に

引いた 2 条の平行線内に，何も記載し

ないか，または「銀行」やこれと同一

の意義を有する文字を記載したものを

いい，特定線引小切手は，小切手の表

面に引いた 2 条の平行線内に，特定の

金融機関の名称を記載したものをいう

（小切手法 37 条 3 項）。したがって，⑷

は誤りである。TEXT2,59 頁，「1 線引

の種類」参照。

⑸　一般線引小切手は特定線引小切手に

変更することができるが，特定線引小

切手は一般線引小切手に変更すること

はできない（小切手法 37 条 4 項）。し

たがって，⑸は正しく，これが本問の

正解である。TEXT2,59 頁，「②特定線

引」参照。

自 己 宛 小 切 手 （ 預 手 ）

問　36　自己宛小切手（預手）について，誤っ

ているものは次のうちどれですか。

⑴　小切手の支払保証を求められたときは，

金融機関はそれに代えて自己宛小切手を発

行する。

⑵　振出人（金融機関）が自己を支払人とし

て振り出す小切手を，自己宛小切手という。

⑶　自己宛小切手の発行依頼人と金融機関と

の間には，支払委託の関係がある。

⑷　自己宛小切手の発行は，発行依頼人が提

供する資金を対価とする小切手の売買と解

されている。

⑸　自己宛小切手につき事故届が提出された

場合には，当該小切手を支払うに際しての

金融機関の注意義務は加重されると解され

ている。

	 正解率　42％

正解　⑶	

　解　説

⑴　金融機関は，小切手の支払保証は行

わない。支払保証の請求があった場合

は，自己宛小切手を交付して，その金

額を当座勘定から引き落とす（当座勘

定規定 13 条）。したがって，⑴は正しい。

TEXT2,31 頁，「4 小切手保証と支払保

証」参照。

⑵　自己宛小切手とは，振出人が自己を

支払人として振り出す小切手である（小

切手法 6 条 3 項）。小切手の支払人は

金融機関に限られているので，自己宛

小切手は，金融機関が自己を支払人と

して振り出す小切手のことをいう。し

たがって，⑵は正しい。TEXT2,74 頁，

「1. 自己宛小切手とは」参照。

⑶　自己宛小切手を発行依頼人に渡す場

合，金融機関と依頼人の間には小切手

の売買関係が存在するが，委託関係は

存在しない。自己宛小切手は金融機関

が自行に宛てて振り出すため，委託と

いう概念はない。したがって，⑶は誤
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りであり，これが本問の正解である。

TEXT2,74 頁，「1. 自己宛小切手とは」

参照。

⑷　自己宛小切手の発行にかかわる発

行依頼人と振出金融機関との関係につ

いては，発行依頼人が提供する資金を

対価とする小切手の売買ないしこれに

類似する関係であるとする売買説が判

例・通説であり（東京高判昭和 42・

8・30），金融機関実務もこれを前提と

している。したがって，⑷は正しい。

TEXT2,74 頁，「1. 自己宛小切手とは」

参照。

⑸　自己宛小切手の事故届には単なる注

意喚起の意味しかないとされており，

事故届が提出されていても，正当な所

持人には支払を拒絶できない。ただし，

所持人が正当な権利者かどうかについ

ては慎重な調査が必要となり，通常の

支払に比べると注意義務が加重される

（東京高判昭和42・8・30参照）。したがっ

て，⑸は正しい。TEXT2,74 頁，「2. 自

己宛小切手の紛失」参照。

小 切 手 の 依 頼 返 却

問　37　小切手の依頼返却について，誤って

いるものは次のうちどれですか。

⑴　依頼返却は，小切手法により定められて

いる手形交換所の取扱いである。

⑵　持帰金融機関は，小切手を返還する場合，

返還に先立って持出店に連絡し，申出の事

実を確認しなければならない。

⑶　依頼返却の手続は，持出金融機関が持帰

金融機関に，交換に持ち出した小切手の返

却を依頼することにより行われる。

⑷　取引停止処分回避のための依頼返却の場

合であっても，支払呈示および支払拒絶の

効力は失われない。

⑸　依頼返却された小切手は，再び手形交換

に持ち出すことができる。

	 正解率　8％

正解　⑴	

　解　説

⑴　小切手の振出人（または手形の主債

務者）の依頼により，持出金融機関が

支払金融機関に呈示した小切手の返還

を依頼することを依頼返却という。こ

れは手形交換所規則により認められて

いる制度であり（東京手形交換所規則

施行細則 64 条），小切手法に規定され

た取扱いではない。したがって，⑴は

誤りであり，これが本問の正解である。

テキスト記載なし。

⑵　持帰金融機関は，持出金融機関から

返却を依頼された小切手を返還する場

合には，当該小切手の返還に先立って

持出店に連絡し，申出の事実を確認す

るものとされている（東京手形交換所

規則施行細則 64 条 2 項）。したがって，

⑵は正しい。TEXT2,53 頁，「（エ）依

頼返却の取扱い」参照。

⑶　依頼返却は，いったん交換に持ち出

した小切手について，真にやむをえな

い理由があるときに，持出金融機関が

持帰金融機関に申し出て（依頼して），

協議して行うこととされている（東京

手形交換所規則施行細則 64 条 1 項）。

したがって，⑶は正しい。TEXT2,53頁，

「（エ）依頼返却の取扱い」参照。

⑷　手形交換所における小切手の呈示後，
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振出人の依頼にもとづき同人の取引停

止処分を免れさせるために持出金融機

関が依頼返却を受けたとしても，その

ためにいったんなされた小切手の呈示

および支払拒絶の効力は失われない（最

判昭和 32・7・19）。したがって，⑷は

正しい。TEXT2,53 頁，「（エ）依頼返

却の取扱い」参照。

⑸　いったん交換に付して不渡返還され

た小切手は，再度交換に付すことがで

きないのが原則であるが，あらかじめ

支払金融機関の承認を得たもの，また

は「案内未着」「形式不備」など再度の

持出を予期できる返還事由のものにつ

いては，再度交換呈示することができ

るとされている（東京手形交換所規則

施行細則 22 条）。したがって，⑸は正

しい。テキスト記載なし。

不渡届の提出を要する不渡事由

問　38　手形交換所に不渡届の提出を要する

不渡事由は，次のうちどれですか。

⑴　資金不足

⑵　裏書不備

⑶　期日未到来

⑷　破産手続開始決定

⑸　依頼返却

	 正解率　60％

正解　⑴	

　解　説

⑴　「資金不足」は，第 1 号不渡事由であ

るため，第 1 号不渡届の提出が必要で

ある。したがって，⑴は不渡届の提出

を要する不渡事由であり，これが本問

の正解である。TEXT2,64 頁，「①不渡

届の提出」参照。

⑵　「裏書不備」は，0 号不渡事由である

ため（東京手形交換所規則施行細則 77

条 1 項 1 号⑴），不渡届の提出は不要で

ある。したがって，⑵は不渡届の提出

を要する不渡事由でない。TEXT2,63

頁，「1 不渡事由」参照。

⑶　「期日未到来」は，0 号不渡事由で

あるため（東京手形交換所規則施行細

則 77 条 1 項 1 号⑴），不渡届の提出

は不要である。したがって，⑶は不

渡届の提出を要する不渡事由でない。

TEXT2,63 頁，「1 不渡事由」参照。

⑷　「破産手続開始決定」は，0 号不渡事

由であるため（東京手形交換所規則施

行細則 77 条 1 項 1 号⑵），不渡届の提

出は不要である。したがって，⑷は不

渡届の提出を要する不渡事由でない。

TEXT2,63 頁，「1 不渡事由」参照。

⑸　「依頼返却」は，0 号不渡事由である

ため（東京手形交換所規則施行細則 77

条 1 項 1 号⑶），不渡届の提出は不要で

ある。したがって，⑸は不渡届の提出

を要する不渡事由でない。TEXT2,63

頁，「1 不渡事由」参照。

取 引 停 止 処 分

問　39　手形交換所の取引停止処分について，

誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　取引停止処分の効力は，他の交換所に参

加している金融機関を含む全国の金融機関

に及ぶ。

⑵　取引停止処分を受けた者が著しく信用を

回復したときは，参加金融機関は交換所に
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対して取引停止処分の解除を請求すること

ができる。

⑶　取引停止処分の期間は，取引停止処分日

から起算して 2 年間である。

⑷　参加金融機関は，取引停止処分に付された

取引先と普通貯金取引をすることができる。

⑸　取引先が取引停止処分に付されると，取

引停止報告に掲載され，参加金融機関に通

知される。

	 正解率　52％

正解　⑴	

　解　説

⑴　取引停止処分が及ぶのは，取引停止処

分を付した交換所に参加している店舗

だけである（東京手形交換所規則62 条 2

項参照）。取引停止処分は公知の事実と

なるため，事実上取引先は全国の金融機

関で貸出を受けることができなくなる

が，手形交換所規則にもとづく取引停止

処分の効力はあくまでも参加店舗内だ

けである。したがって，⑴は誤りであり，

これが本問の正解である。TEXT2,70

頁，「2取引停止処分の効果」参照。

⑵　参加金融機関は，取引停止処分を受

けた者について著しく信用を回復した

とき，その他相当と認められる理由が

あるときは，手形交換所に対し，その

解除を請求することができる（東京手

形交換所規則 70 条 1 項）。したがって，

⑵は正しい。TEXT2,71 頁，「4 取引停

止処分の解除」参照。

⑶　取引停止処分の期間は，取引停止処

分日から起算して 2 年間である（東京

手形交換所規則 62 条 2 項）。したがっ

て，⑶は正しい。TEXT2,70 頁，「1　

6 か月間に 2 回の不渡り」参照。

⑷　取引停止処分の対象は，当座勘定お

よび貸出の取引である。ただし，債権

保全のための貸出は，取引停止とはな

らない（東京手形交換所規則 62 条 2

項）。つまり，取引停止となる貯金は当

座貯金だけであり，普通貯金の取引は

停止されない。したがって，⑷は正しい。

TEXT2,70 頁，「1　6 か月間に 2 回の

不渡り」参照。

⑸　不渡報告に掲載された者について，

その不渡届に係る手形の交換日から起

算して 6 ヵ月以内の日を交換日とする

手形に係る 2 回目の不渡届が提出され

たときは，原則として取引停止処分に

付されるものとし，交換日から起算し

て営業日 4 日目にこれが取引停止報告

に掲載され，参加金融機関に通知され

る（東京手形交換所規則 65 条 1 項）。

したがって，⑸は正しい。TEXT2,70頁，

「1　6 か月間に 2 回の不渡り」参照。

電 子 記 録 債 権

問　40　電子記録債権法にもとづく電子記録

債権について，正しいものは次のうちどれで

すか。

⑴　電子記録債権は，分割をすることができ

ない。

⑵　債権の内容が債権記録と契約書で異なる

場合，電子記録債権の内容は契約書により

定まる。

⑶　電子記録債権の譲渡は，民法における債

権譲渡の方法によってもその効力が生じる。

⑷　無権利者からの譲受人であっても，電子

記録債権の譲受人として記録された者は悪
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意または重大な過失がある場合を除き，電

子記録債権を取得することができる。

⑸　電子記録債務者は，電子記録債権の譲渡人

に対する人的抗弁をもって，譲渡人から譲

り受けた債権者にも対抗することができる。

	 正解率　46％

正解　⑷	

　解　説

⑴　電子記録債権は，分割をすることがで

きる（電子記録債権法 43 条 1 項）。した

がって，⑴は誤りである。TEXT4,103

頁，「4 電子記録債権の分割」参照。

⑵　電子記録債権の内容は，債権記録

の記録により定まる（電子記録債権

法 9 条 1 項）。債権記録と契約書で異

なる場合は，債権記録の記録により定

まる。したがって，⑵は誤りである。

TEXT4,100 頁，「1. 電子記録債権法の

概要」参照。

⑶　電子記録債権の譲渡は，譲渡記録を

しなければその効力を生じない（電子

記録債権法 17 条）。したがって，⑶は

誤りである。TEXT4,101 頁，「①電子

記録債権の譲渡手続」参照。

⑷　電子記録債権法によれば，「譲渡記録

の請求により電子記録債権の譲受人と

して記録された者は，当該電子記録債権

を取得する。ただし，その者に悪意又は

重大な過失があるときは，この限りでな

い」と規定されている（同法 19 条 1 項）。

すなわち記録された者が，無権利者か

らの譲渡であることにつき悪意または

重大な過失がある場合を除き，電子記

録債権を取得することになる。したがっ

て，⑷は正しく，これが本問の正解で

ある。TEXT4,102 頁，「②電子記録債

権の善意取得・人的抗弁の切断」参照。

⑸　発生記録における債務者または電子

記録保証人（電子記録債務者）は，電

子記録債権の債権者に当該電子記録債

権を譲渡した者に対する人的関係にも

とづく抗弁をもって当該債権者に対抗

することができないと規定され，人的

抗弁が切断される（電子記録債権法 20

条 1 項）。したがって，⑸は誤りである。

TEXT4,102 頁，「②電子記録債権の善

意取得・人的抗弁の切断」参照。

期 限 の 利 益

問　41　民法上の期限の利益等について，誤っ

ているものは次のうちどれですか。

⑴　期限の利益は放棄することができるが，

これによって相手方の利益を害することは

できない。

⑵　期限は，債務者の利益のために定めたも

のと推定されている。

⑶　当事者の合意によって，民法で定められ

ていない事由を期限の利益の喪失事由とし

て定めても，効力を生じない。

⑷　債務者が破産手続開始の決定を受けた場

合には，債務者は，期限の利益を主張する

ことができない。

⑸　債務者は，担保を滅失させ，損傷させ，

または減少させたときは，期限の利益を主

張することはできない。

	 正解率　66％

正解　⑶	

　解　説

⑴　期限の利益とは，期限が到来するま
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では，法律行為の効力の発生・消滅，

または債務の履行が猶予されることに

よって当事者が受ける利益をいう。期

限の利益は放棄をすることができるが，

これによって相手方の利益を害するこ

とはできない（民法 136 条 2 項）。し

たがって，⑴は正しい。TEXT4,42 頁，

「④期限の利益とその喪失」参照。

⑵　民法上，期限は，債務者の利益の

ために定めたものと推定される（同法

136 条 1 項）。したがって，⑵は正しい。

TEXT4,42 頁，「④期限の利益とその喪

失」参照。

⑶⑷⑸　債務者が信用の基礎を失い信頼

関係を破る場合に，民法上，公平の見

地から，①債務者が破産手続開始決定

を受けたとき，②債務者が担保を滅失・

損傷・減少させたとき，③債務者が担

保提供義務を負う場合にこれを供さな

いとき，に債務者の期限の利益が奪わ

れる（同法 137 条）。また，これら以外

にも，債務者や第三者の利益を不当に

害さない範囲で，期限の利益喪失約款

を締結することができる（農協取引約

定書 5 条参照）。したがって，⑷，⑸は

正しく，⑶は誤りであり，これが本問

の正解である。TEXT4,42 頁，「④期限

の利益とその喪失」参照。

意 思 表 示

問　42　民法上の意思表示について，誤って

いるものは次のうちどれですか。

⑴　意思表示の効力発生時期については，到

達主義がとられている。

⑵　意思表示は，公示の方法によることもで

きる場合がある。

⑶　相手方が正当な理由なく意思表示の受領

を拒絶した場合には，その通知は通常到達

すべきであった時に到達したものとみなさ

れる。

⑷　表意者が通知を発した後に死亡した場合

には，意思表示は効力を生じない。

⑸　相手方の詐欺や強迫によって行われた意

思表示は，取り消すことができる。

	 正解率　78％

正解　⑷	

　解　説

⑴　意思表示は，その通知が相手方に到

達した時からその効力を生じる（民法

97 条 1 項）。したがって，⑴は正しい。

TEXT4,35 頁，「2 意思表示の効力発生

時期」参照。

⑵　意思表示は，表意者が相手方を知る

ことができず，またはその所在を知る

ことができないときは，公示の方法に

よってすることができる（民法 98 条 1

項）。公示の方法は，民事訴訟法の公示

送達の規定に従い，裁判所に掲示して

行う（同条 2 項）。したがって，⑵は正

しい。TEXT4,35 頁，「3 公示による意

思表示」参照。

⑶　相手方が正当な理由なく意思表示の

通知が到達することを妨げたときは，

その通知は，通常到達すべきであった

時に到達したものとみなされる（民法

97 条 2 項）。したがって，⑶は正しい。

TEXT4,35 頁，「2 意思表示の効力発生

時期」参照。

⑷　表意者が通知を発した後に死亡した

り，行為能力の制限を受けたりした場
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合であっても，いったん発した意思表

示はその効力を失わない（民法 97 条 3

項）。表意者が亡くなったとしても，相

手方に意思表示が到達しさえすれば，

意思表示の効力が発生する。したがっ

て，⑷は誤りであり，これが本問の正

解である。TEXT4,35 頁，「2 意思表示

の効力発生時期」参照。

⑸　詐欺または強迫により行われた意思

表示は，取り消すことができる（民法

96 条 1 項）。したがって，⑸は正しい。

TEXT4,35 頁，「④詐欺・強迫」参照。

貸 金 庫 取 引

問　43　貸金庫取引について，誤っているも

のは次のうちどれですか。

⑴　貸金庫の使用権は，転貸または質入れす

ることはできない。

⑵　貸金庫の内容物は，強制執行の対象とす

ることはできない。

⑶　貸金庫契約の法的性質は，金庫の賃貸借

契約であると解されている。

⑷　借主について相続の開始があった場合，

金融機関は貸金庫契約を解約することがで

きる。

⑸　借主は，貸金庫契約をいつでも解約する

ことができる。

	 正解率　80％

正解　⑵	

　解　説

⑴　貸金庫規定には，貸金庫の使用権

を譲渡，転貸または質入れすること

はできない旨定められている（同規

定 13 条）。したがって，⑴は正しい。

TEXT4,16 頁，「②貸金庫の法的性質」

参照。

⑵　貸金庫の内容物については，利用者

の金融機関に対する貸金庫契約上の内

容物引渡請求権を差し押さえる方法に

よって強制執行することができる（最

判平成 11・11・29）。したがって，⑵

は誤りであり，これが本問の正解であ

る。TEXT4,16 頁，「②貸金庫の法的性

質」参照。

⑶　貸金庫の法的性質は，当事者の一方

がある物を保管することを相手方に委

託し，相手方がこれを承諾することに

よって成立する寄託契約（民法 657 条）

ではなく，貸金庫として設定した金庫

の貸与を目的とした賃貸借契約である

と解されている。したがって，⑶は正

しい。TEXT4,16 頁，「②貸金庫の法的

性質」参照。

⑷　貸金庫規定においては，①借主が使

用料を支払わないとき，②借主につい

て相続の開始があったとき，③借主も

しくは代理人の責めに帰すべき事由ま

たは格納品の変質等により，金融機関

もしくは第三者に損害を与え，または

そのおそれがあると認められる相当の

事由が生じたとき，④店舗の改築，閉

鎖その他相当の事由があるとき，⑤借

主または代理人が貸金庫規定に違反し

たときは，金融機関はいつでも貸金庫

契約を解約できる旨が規定されている

（同規定 10 条 2 項）。したがって，⑷は

正しい。TEXT4,16 頁，「②貸金庫の法

的性質」参照。

⑸　貸金庫契約の解約については，借主

の申出によりいつでも解約することが
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できる（貸金庫規定 10 条 1 項）。貸主

である金融機関からは，原則として借

主が使用料を支払わない時など一定の

事由に該当した場合に解約することが

できる（同条 2 項）。したがって，⑸は

正しい。TEXT4,16 頁，「②貸金庫の法

的性質」参照。

株 式 の 払 込 事 務

問　44　株式会社の株式払込事務について，

誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　募集設立の場合，株式払込事務を受託し

た金融機関は，発起人の請求によって株式

払込金保管証明書を交付しなければならな

い。

⑵　募集設立の場合，株式払込事務を受託し

た金融機関は，設立登記完了前に発起人や

取締役から請求を受けて株式払込金を返還

しても，その後成立した会社に対し株式払

込金の返還をもって対抗できない。

⑶　発起設立の場合，登記申請における払込

みのあったことの証明は，貯金通帳の写し

によることが可能である。

⑷　発起設立の場合，金融機関は，貯金口座

に振り込まれた金員について設立登記完了

時まで保管責任を負う。

⑸　金融機関の役職員が，株式の発行に係る

払込みを仮装するため預合いに応じると，

刑事責任を問われる。

	 正解率　36％

正解　⑷	

　解　説

⑴　募集設立の場合は，発起人は金銭の

保管に関する証明書（株式払込金保管

証明書）を払込取扱金融機関等に請求

することができ（会社法 64 条 1 項），

この証明書は設立登記申請の添付書類

として必要とされる（商業登記法 47 条

2 項 5 号）。したがって，⑴は正しい。

TEXT4,20 頁，「1 会社設立・募集株式

の発行と払込み」参照。

⑵　募集設立では，払込取扱金融機関は，

その証明した払込金額を会社成立の時

まで保管すべきものであって，会社成

立前に発起人・設立時取締役に払込金

を返還しても，その後成立した会社に

対し，払込金返還をもって対抗できな

い（最判昭和 37・3・2）。したがって，

⑵は正しい。TEXT4,22 頁，「①募集設

立の場合」参照。

⑶　発起設立については，募集設立と異な

り，設立登記申請の添付書類は，払込み

があったことを証する書面とされ（商業

登記法 47 条 2 項 5 号），この書面の典

型例が貯金通帳の写しである。したがっ

て，⑶は正しい。TEXT4,20 頁，「1 会

社設立・募集株式の発行と払込み」参照。

⑷　発起設立では，株式払込取扱機関は，

貯金口座に振り込まれた金員について

会社設立までの保管責任を負うことは

ない。したがって，⑷は誤りであり，

これが本問の正解である。TEXT4,22

頁，「②発起設立の場合」参照。

⑸　預合いとは，株式会社における株式

の払込みに際して，会社の発起人や取

締役が払込取扱金融機関の役職員と通

謀して，出資に係る金銭の仮装の払込

みをする行為をいい，預合いを行った

者やそれに応じた者には 5 年以下の懲

役もしくは 500 万円以下の罰金が科さ



−44−

信用事業法務

れ，または併科される（会社法 965 条）。

したがって，⑸は正しい。TEXT4,23頁，

「①預合い」参照。

株 式 会 社 の 機 関

問　45　会社法における株式会社の機関につ

いて，誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　取締役会設置会社において，代表取締役

を選定しなければ，すべての取締役が代表

権を有することとなる。

⑵　すべての株式会社には，株主総会と取締

役が必要である。

⑶　取締役会設置会社では，取締役会は，そ

の決議により代表取締役を解職することが

できる。

⑷　公開会社においては，取締役が株主でな

ければならない旨を定款で定めることがで

きない。

⑸　取締役会設置会社において，代表取締役

や業務執行取締役は，3 ヵ月に 1 回以上，

自己の職務の執行の状況を取締役会に報告

しなければならない。

	 正解率　44％

正解　⑴	

　解　説

⑴　取締役会が設置された場合，取締役

の中から代表取締役を選定しなければ

ならず（会社法 362 条 3 項），この代

表取締役が会社の業務を執行する（同

法 363 条 1 項 1 号）。代表取締役が欠

ける場合，新たに選任する必要がある。

したがって，⑴は誤りであり，これが

本問の正解である。TEXT4,56 頁，「②

権限」参照。

⑵　株式会社において，すべての株式会

社には株主総会と取締役が必要である

（会社法 295 条 1 項参照，326 条 1 項）。

また，公開会社等には取締役会が必要

となる（同法 327 条 1 項）。したがって，

⑵は正しい。TEXT4,54 頁，「1 株主総

会」，55 頁，「2 取締役」参照。

⑶　取締役会の職務は，①取締役会設置

会社の業務執行の決定，②取締役の職

務の執行の監督，③代表取締役の選定

および解職の 3 つである（会社法 362

条 2 項）。したがって，⑶は正しい。

TEXT4,58 頁，「4 会社の業務執行と代

表」参照。

⑷　株式会社は，取締役が株主でなけ

ればならない旨を定款で定めることが

できないが，公開会社でない株式会社

においては，この限りでない（会社法

331 条 2 項）。株式会社の中でも公開

会社においては，取締役が株主でなけ

ればならない旨を定款で定めることが

できない。したがって，⑷は正しい。

TEXT4,55 頁，「①資格」参照。

⑸　代表取締役，および代表取締役以外

の取締役であって，取締役会の決議に

よって取締役会設置会社の業務を執行

する取締役として選定されたものは，

取締役会設置会社の業務を執行する（会

社法 363 条 1 項）。そして，その代表

取締役および業務執行取締役は，3 ヵ

月に 1 回以上，自己の職務の執行の状

況を取締役会に報告しなければならな

い（同条 2 項）。したがって，⑸は正し

い。TEXT4,57 頁，「③取締役の職務執

行の監督」参照。
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相 続

問　46　相続について，誤っているものは次

のうちどれですか。

⑴　相続人に嫡出子と嫡出でない子（婚外子）

がいる場合，嫡出でない子の法定相続分は

嫡出子と同一とされている。

⑵　被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる

場合，父母の一方のみを同じくする兄弟姉

妹の法定相続分は，父母の双方を同じくす

る兄弟姉妹の法定相続分の 2 分の 1 である。

⑶　共同相続された預貯金債権は，相続開始

と同時に相続分に応じて分割されず，遺産

分割の対象となる。

⑷　相続の放棄をした者は，その相続に関し

ては，はじめから相続人とならなかったも

のとみなされるので，その者に子がいても

代襲相続の規定は適用されない。

⑸　被相続人の遺言書が残されている場合，

方式にかかわらず必ず家庭裁判所の検認を

受けなければならない。

	 正解率　73％

正解　⑸	

　解　説

⑴　子，直系尊属または兄弟姉妹が数

人いるときは，各自の相続分は相等し

いとされている（民法 900 条 4 号）。

2013 年改正前民法では，嫡出でない子

の相続分は嫡出である子の 2 分の 1 と

する旨の規定が設けられていたが，裁

判所がこの規定を違憲無効と判示し（最

決平成 25・9・4），これを受けて同年

12 月に民法が改正され当該規定は削

除された。したがって，⑴は正しい。

TEXT1,63 頁，「3 相続分」参照。

⑵　被相続人の兄弟姉妹が法定相続人と

なる場合，父母の一方のみを被相続人

と同じくする兄弟姉妹の法定相続分は，

父母の双方を被相続人と同じくする兄

弟姉妹の法定相続分の 2 分の 1 とされ

ている（民法 900 条 4 号但書）。したがっ

て，⑵は正しい。TEXT1,63 頁，「3 相

続分」参照。

⑶　相続人が複数いる場合，相続財産中

に貯金債権などの可分債権があるとき

は，その債権は相続開始時に法律上当

然に分割されるとされていたが（最判

昭和 29・4・8），近年の判例においては，

預貯金債権については可分債権であっ

ても当然に分割されることはなく，遺

産分割の対象となると判示している（最

決平成 28・12・19）。したがって，⑶

は正しい。TEXT1,64頁，「4遺産の分割」

参照。

⑷　相続を放棄した者は，その相続に関

しては，はじめから相続人とならなかっ

たものとみなされるので（民法 939 条），

代襲相続に関する規定は適用されない。

したがって，⑷は正しい。TEXT1,65頁，

「③相続放棄」参照。

⑸　公正証書による遺言の場合を除いて，

遺言書の保管者が相続の開始を知った

ときや，遺言書の保管者がいない場合

に相続人が遺言書を発見したときは，

遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し

て，その検認を受けなければならない

（民法 1004 条 1 項，2 項）。このように，

公正証書遺言については検認は必要と

されていない。したがって，⑸は誤り

であり，これが本問の正解である。なお，

民法（相続関係）改正に関連して制定
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された「法務局における遺言書の保管

等に関する法律」（2020 年 7 月 10 日施

行）にもとづいて法務局に保管された

自筆証書遺言については，検認に関す

る規定は適用されない（検認不要）と

されている。TEXT1,66 頁，「①遺言の

方式」参照。

金 融 商 品 販 売 法

問　47　金融商品の販売等に関する法律（金

融商品販売法）について，誤っているものは

次のうちどれですか。

⑴　金融商品販売業者等の重要事項の説明義

務は，顧客が金融商品販売等に関する専門

的知識や経験を有する者として政令で定め

る者であっても，免じられることはない。

⑵　金融商品販売業者等が重要事項の説明を

怠ったことにより損害賠償責任が生じた場

合，元本欠損額は，金融商品販売業者等が重

要事項について説明をしなかったことによっ

て当該顧客に生じた損害の額と推定される。

⑶　金融商品販売業者等は，業として行う金

融商品の販売等に係る勧誘をするに際し，

その適正の確保に努めなければならない。

⑷　金融商品販売業者等は，業として行う金

融商品の販売等に係る勧誘をしようとする

ときは，あらかじめ勧誘方針を定め，これ

を公表する必要がある。

⑸　金融商品販売業者等が勧誘方針を定めな

かったときは，過料に処される。

	 正解率　53％

正解　⑴	

　解　説

⑴　金融商品販売業者等は，金融商品の

販売等を業として行おうとするときは，

当該金融商品の販売等に係る金融商品

の販売が行われるまでの間に，顧客に

対し，重要事項の説明をしなければな

らない（金融商品の販売等に関する法

律（金融商品販売法）3 条 1 項）。しかし，

顧客が金融商品の販売等に関する専門

的知識および経験を有する者として政

令で定める者（特定顧客）である場合

等には，この重要事項の説明は免除さ

れる（同条 7 項 1 号）。したがって，⑴

は誤りであり，これが本問の正解であ

る。TEXT4,75 頁，「3. 重要事項の説明

義務」参照。

⑵　金融商品販売業者等が，重要事項に

ついて説明をしなければならない場合

においてその説明をしなかったとき，

または断定的な判断の提供等を行った

ときは，これによって生じた顧客の損

害を賠償しなければならない（金融商

品販売法 5 条）。この場合の元本欠損額

は，当該顧客に生じた損害の額と推定

される（同法 6 条）。したがって，⑵は

正しい。TEXT4,76 頁，「4. 説明義務を

怠った場合の効果」参照。

⑶　金融商品販売業者等は，業として行

う金融商品の販売等に係る勧誘をする

に際し，その適正の確保に努めなけれ

ばならない（金融商品販売法 8 条）。し

たがって，⑶は正しい。TEXT4,77 頁，

「5. 勧誘方針の策定・公表」参照。

⑷⑸　金融商品販売業者等は，業として

行う金融商品の販売等に係る勧誘をし

ようとするときは，あらかじめ勧誘方

針を定め，速やかにこれを公表しなけ

ればならない（金融商品販売法 9 条 1
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項，3 項）。この規定に違反したときは，

50 万円以下の過料に処される（同法

10 条）。したがって，⑷，⑸は正しい。

TEXT4,77 頁，「5. 勧誘方針の策定・公

表」参照。

番号法（マイナンバー法 )

問　48　行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（番号

法）上の金融機関の個人番号の取扱いについ

て，誤っているものは次のうちどれですか。

⑴　番号法は，個人情報の保護に関する法律

の特例等を定めた法律である。

⑵　金融機関が個人顧客から個人番号の提供

を受けるときの本人確認は，運転免許証な

どの写真付の身分証明書の提示を受ける方

法が原則である。

⑶　個人番号の提供を受ける際に本人確認が

求められるのは，個人顧客が他人の個人番

号を告知してなりすましを行うことを防ぐ

ためである。

⑷　金融機関は，金融機関が税務署に提出す

る一定の法定調書に個人顧客の個人番号を

記載する必要がある。

⑸　金融機関は，営業目的の顧客管理のため

に，個人番号を顧客番号として利用するこ

とができる。

	 正解率　91％

正解　⑸	

　解　説

⑴　行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（番号法，マイナンバー法）は，個人情

報の保護に関する法律の特例等を定め

た法律である。したがって，⑴は正しい。

TEXT4,97 頁，「10. マイナンバー制度」

参照。

⑵　本人確認書類は，運転免許証などの

写真付の身分証明書が原則とされてい

る（番号法施行規則 1 条参照）。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト記載なし。

⑶　本人確認が求められる理由は，個人

顧客が他人の個人番号を告知してなり

すましを行うことを防ぐためである。

したがって，⑶は正しい。テキスト記

載なし。

⑷　金融機関は，金融機関が税務署に提

出する一定の法定調書に個人顧客の個

人番号を記載する必要があるため，当

該個人顧客の個人番号を取得する必要

があるが，この場合，番号法所定の方

法により当該個人顧客の本人確認を行

うことが義務づけられている（番号

法 16 条）。したがって，⑷は正しい。

TEXT4,97 頁，「10. マイナンバー制度」

参照。

⑸　番号法 9 条は個人番号の利用範囲を

規定しているが，個人番号を利用でき

るのは原則として行政機関，地方公共団

体，独立行政法人等その他の行政事務

を処理する者に限定されており，金融機

関が営業目的の顧客管理のために，個人

番号を顧客番号として利用することは

できない。したがって，⑸は誤りであり，

これが本問の正解である。TEXT4,97

頁，「10. マイナンバー制度」参照。

個 人 情 報 の 保 護

問　49　個人情報の保護に関する法律上，原
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則として本人の同意を得なくても個人情報取

扱事業者が行うことができるものは，次のう

ちどれですか。

⑴　利用目的の達成に必要な範囲を超えて個

人情報を取り扱うこと

⑵　合併等による事業承継によって取得した

個人情報について，承継前における当該個

人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超

えて，当該個人情報を取り扱うこと

⑶　要配慮個人情報を取得すること

⑷　個人データを第三者に提供すること

⑸　個人データを利用する必要がなくなった

ときに，当該個人データを消去すること

	 正解率　91％

正解　⑸	

　解　説

⑴　個人情報取扱事業者は，あらかじめ

本人の同意を得ないで，利用目的の達

成に必要な範囲を超えて，個人情報を

取り扱ってはならない（個人情報の保

護に関する法律 16 条 1 項）。したがっ

て，⑴は本人の同意を得ずに行うこと

ができない。TEXT4,91 頁，「2 利用目

的による制限」参照。

⑵　個人情報取扱事業者は，合併その他

の事由により他の個人情報取扱事業者

から事業を承継することに伴って個人

情報を取得した場合は，あらかじめ本

人の同意を得ないで，承継前における

当該個人情報の利用目的の達成に必要

な範囲を超えて，当該個人情報を取り

扱ってはならない（個人情報の保護に

関する法律 16 条 2 項）。したがって，

⑵は本人の同意を得ずに行うことがで

きない。TEXT4,94 頁，「6. 第三者提供

と情報の共同利用」参照。

⑶　個人情報取扱事業者は，一定の場

合を除き，あらかじめ本人の同意を得

ないで，要配慮個人情報を取得しては

ならない（個人情報の保護に関する法

律 17 条 2 項）。したがって，⑶は本人

の同意を得ずに行うことができない。

TEXT4,89頁，「6要配慮個人情報」参照。

⑷　個人情報取扱事業者は，一定の場合

を除き，あらかじめ本人の同意を得な

いで，個人データを第三者に提供して

はならない（個人情報の保護に関する

法律 23 条 1 項）。したがって，⑷は本

人の同意を得ずに行うことができない。

TEXT4,92 頁，「6 第三者提供の制限」

参照。

⑸　個人情報取扱事業者は，個人データ

を利用する必要がなくなったときは，

遅滞なく消去するよう努めなければな

らない（個人情報の保護に関する法律

19 条）。したがって，⑸は本人の同意

を得なくても行うことができ，これが

本問の正解である。テキスト記載なし。

出 資 法

問　50　出資の受入れ，預り金及び金利等の

取締りに関する法律（出資法）について，誤っ

ているものは次のうちどれですか。

⑴　業として預り金をするにつき他の法律に

特別の規定のある者でなければ，業として

預り金をすることができない。

⑵　法人の従業者が出資法に違反した場合，

当該法人に対しても罰則が適用されること

がある。

⑶　金融機関の役職員は，その地位を利用し，
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当該金融機関以外の第三者の利益を図るた

め，金銭の貸付をすることはできないが，

債務の保証をすることはできる。

⑷　業として金銭の貸付を行う場合，年 20％

を超える割合による利息の契約をしたとき

は，罰則の適用を受ける。

⑸　業として行われる金銭の貸付を業として

保証する者は，保証に係る貸付の利息と合

算して貸付金額の年 20％を超える割合とな

る保証料の契約をしたときは，罰則の適用

を受ける。

	 正解率　76％

正解　⑶	

　解　説

⑴　業として預り金をするにつき他の法

律に特別の規定のある者を除くほか，

何人も業として預り金をしてはならな

い（出資法 2 条 1 項）。貯金取扱金融

機関は，銀行法等各種業法によりとく

に認められた例外的な存在である。し

たがって，⑴は正しい。TEXT4,86 頁，

「3. 預り金の禁止」参照。

⑵　法人の従業者が出資法に違反した場

合，その行為者を罰するほか，その法

人に対しても罰則が適用されることが

ある（出資法 9 条 1 項）。したがって，

⑵は正しい。テキスト記載なし。

⑶　金融機関の役員，職員その他の従

業員は，その地位を利用し，自己また

は当該金融機関以外の第三者の利益を

図るため，金銭の貸付，金銭の貸借の

媒介または債務の保証をしてはならな

い（出資法 3 条）。したがって，⑶は

誤りであり，これが本問の正解である。

TEXT4,87 頁，「4. 浮貸しの禁止」参照。

⑷　業として金銭の貸付を行う場合，年

20％を超える割合による利息の契約を

したときは，5 年以下の懲役もしくは

1,000 万円以下の罰金に処され，また

はこれが併科される（出資法 5 条 2 項）。

したがって，⑷は正しい。TEXT4,87頁，

「5. 高金利の処罰」参照。

⑸　業として行われる金銭の貸付を，業

として保証する者は，当該保証に係る

貸付の利息と合算して当該貸付金額の

年 20％を超える割合となる保証料の契

約をしたときは，5 年以下の懲役もし

くは 1,000 万円以下の罰金に処され，

またはこれが併科される（出資法 5 条

の 2 第 1 項）。したがって，⑸は正しい。

テキスト記載なし。
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