
Ｅ受験番号：

（途中退室する場合は、上の欄に受験番号を必ず記入してください。）

Ｅ 令和元年度（2019 年度）　第 1次試験問題

経営法務
2日目　9：50～10：50

1．試験開始の合図があるまで、問題用紙に触れてはいけません。
2．マークシートについての注意事項は次のとおりです。
これらの事項を守らない場合、採点されませんので、注意してください。

⑴　HBまたはＢの鉛筆またはシャープペンシルを使用して、○部分をはみ出さな
いように、正しくマークしてください。鉛筆またはシャープペンシル以外の筆記
用具を使用してはいけません。
良い例 悪い例

うすい

⑵　解答は選択肢（解答群）から 1つ選び、所定の解答欄にマークしてください。
⑶　解答を修正する場合は、プラスチック製の消しゴムで消しあとが残らないよう
にきれいに消して、消しくずをマークシートから払い落としてください。

⑷　マークシートに必要事項以外は記入しないでください。
⑸　マークシートを汚したり、折ったりしないように注意してください。
⑹　マークシートは、必ず提出してください。持ち帰ることはできません。
3．監督員の指示に従って、マークシートの所定欄に、受験票記載の受験番号と生年
月日を、注意事項を参照のうえ、記入、マークしてください。記入、マークが終わっ 
たら再確認をして、筆記用具を置き、試験開始の合図があるまでお待ちください。
4．電卓、携帯電話やスマートフォン、ウェアラブル端末等の通信機器および電子機
器は、机上に置くことも、使用（着用）することもできません。必ず電源を切ったう
えでバッグ等にしまってください。
5．試験開始後 30 分間および試験終了前 5分間は退室できません。（下記参照）
6．試験終了の合図と同時に必ず筆記用具を置いてください。また、マークシートの
回収が終わり監督員の指示があるまで席を立たないでください。
7．試験時間中に体調不良などのやむを得ない事情で席を離れる場合には、監督員に
申し出てその指示に従ってください。
8．その他、受験に当たっての注意事項は、受験票裏面等を参照してください。

＜途中退室者の方へ＞
試験開始後 30 分を経過してから終了 5分前までの間に退室する場合は、マーク

シートと受験票を監督員席まで持参して、マークシートを提出してから退室してくだ
さい。なお、その際には、問題用紙も、表紙の下部に受験番号を記入したうえであわ
せて持参してください。途中退室時は問題用紙を試験室から持ち出すことはできませ
んので、問題用紙も監督員が回収します。
問題用紙は、当該科目の試験終了後に該当する受験番号の席に置いておきますの

で、必要な方は当該科目の試験終了後 20 分以内に取りに来てください。それ以降は
回収します。回収後はお渡しできません。なお、問題用紙の紛失については責を負い
ませんのでご了承ください。
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第16問

中小企業診断士であるあなたと株式会社Ｘの代表取締役甲氏との間の以下の会話

を読んで、下記の設問に答えよ。

甲　氏：「弊社は、現在、自社ブランド製品について、外国の販売業者と取引を開

始しようと考えています。先方から届いた契約書案を検討しているのです

が、以下の規定について教えてください。

Title & Risk

Risk of loss of the Products sold by Seller under this Agreement shall 

pass to Purchaser upon Purchaser’s acceptance of delivery of the same 

at the Designated Delivery Site, and title of the Products shall pass to 

Purchaser only upon full payment therefor.」

あなた：「この規定は、危険負担と所有権の移転に関する条項です。このうち、

Ａ については、 Ｂ に移転するものと定められています。

また、 Ｃ については、 Ｄ に移転するものと定められてい

ます。なお、 Ｃ については、貿易取引条件の解釈の誤解や行き違

いを回避する目的で、国際商業会議所が制定したインコタームズという規

則がありますので、それによることも考えられます。」

（設問 1）

会話の中の空欄Ａ～Ｄに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ

か。

ア　Ａ：危険負担　　Ｂ：代金支払時　　Ｃ：所有権　　　Ｄ：引渡時

イ　Ａ：危険負担　　Ｂ：引渡時　　　　Ｃ：所有権　　　Ｄ：代金支払時

ウ　Ａ：所有権　　　Ｂ：代金支払時　　Ｃ：危険負担　　Ｄ：引渡時

エ　Ａ：所有権　　　Ｂ：引渡時　　　　Ｃ：危険負担　　Ｄ：代金支払時
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（設問 2）

会話の中の下線部に関連して制定された「海上および内陸水路輸送のための規

則」のうち、CIF の説明として、最も適切なものはどれか。

ア　運賃込み

イ　運賃保険料込み

ウ　船側渡し

エ　本船渡し

第17問

共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな

いものとする。

ア　共有不動産の所有権確認の訴えを提起するには、各共有者の持分の価格に従

い、その過半数で決しなければならない。

イ　共有不動産の不法占有者に引渡を請求する場合、各共有者がそれぞれ単独でで

きる。

ウ　共有不動産を妨害する者に損害賠償を請求する場合、他の共有者の持分につい

てもすることができる。

エ　共有不動産を目的とする賃貸借契約の解除をするには、他の共有者全員の同意

を得なければならない。



1．試験開始の合図があるまで、問題用紙に触れてはいけません。
2．マークシートについての注意事項は次のとおりです。
これらの事項を守らない場合、採点されませんので、注意してください。

⑴　HBまたはＢの鉛筆またはシャープペンシルを使用して、○部分をはみ出
さないように、正しくマークしてください。鉛筆またはシャープペンシル以
外の筆記用具を使用してはいけません。

良い例 悪い例

うすい

⑵　解答は、選択肢または解答群の中からひとつ選び、所定の解答欄にマーク
してください。

⑶　解答を修正する場合は、プラスチック製の消しゴムで消しあとが残らない
ようにきれいに消して、消しくずをマークシートから払い落としてください。
⑷　マークシートに必要事項以外は記入しないでください。
⑸　マークシートを汚したり、折ったりしないように注意してください。
⑹　マークシートは、必ず提出してください。持ち帰ることはできません。
3．監督員の指示に従って、マークシートの所定の欄に、受験票に印字されてい
る受験番号と生年月日を、注意事項を参照のうえ、記入、マークしてくださ
い。記入、マークが終わったら再確認をして、筆記用具を置いて、試験開始の
合図があるまでお待ちください。
4．試験開始後 30 分間および試験終了前 5分間は退室できません。
5．試験開始後 30 分を経過してから終了 5分前までの間に退室する場合は、
マークシートと受験票を監督員席まで持参して、マークシートを提出してから
退室してください。なお、その際には、問題用紙も、表紙の下部に受験番号を
記入したうえであわせて持参してください。途中退室時は問題用紙を試験室か
ら持ち出すことはできませんので、問題用紙も監督員が回収します。
問題用紙は、当該科目の試験終了後に該当する受験番号の席に置いておきま

すので、必要な方は当該科目の試験終了後 20 分以内に取りに来てください。
それ以降は回収します。なお、問題用紙の紛失については責を負いませんので
ご了承ください。
6．試験終了の合図と同時に必ず筆記用具を置いてください。また、マークシー
トの回収が終わり監督員の指示があるまで席を立たないでください。
7．試験時間中に体調不良などのやむを得ない事情で席を離れる場合には、監督
員に申し出てその指示に従ってください。
8．その他、受験に当たっての注意事項については、受験票裏面の記載内容等を
参照してください。

平成 30 年度　第 1次試験問題

経営法務
Ｅ

Ｅ

2 日目　9：50〜10：50

受験番号：

（途中退室する場合は、この欄に受験番号を必ず記入してください。）
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第15問

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、Ｘ株式会社の代表取締役甲氏と

の間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲　氏：「海外の a社との間で、秘密保持契約を締結することになり、a社からその

案が送られてきました。そのうち次の規定は、『秘密情報』の定義を定めて

いると思うのですが、注意すべき点や、追記・修正すべき点はありますで

しょうか。」

For the purpose of this Agreement, ‘‘Confidential Information’’ shall 

mean the followings:

ⅰ　 Any information that is disclosed by the party which discloses such 

information （‘‘Disclosing Party’’） to the party which receives such 

information （‘‘Receiving Party’’） pursuant to this Agreement, which 

is included in materials （including but not limited to documents or 

other tangible entity such as electronic media in which electrical 

data is stored and e-mail） clearly indicated as being confidential; or

ⅱ　 Any information that is designated as being confidential by the 

Disclosing Party to the Receiving Party orally; 

ⅲ　 Provided the information set forth in the preceding item ⅱ shall be 

included into Confidential Information if the Disclosing Party notifies 

in writing the Receiving Party, within ten days from the time of the 

disclosure, of such Confidential Information in itself and that such 

information is Confidential Information.

Notwithstanding the precedings, Confidential Information shall not 

include any information which falls into one or more of the followings:

ⅰ　 information which was already known to the public prior to the time 

of the disclosure by the Disclosing Party to the Receiving Party;

ⅱ　 information which is or subsequently becomes known to the public 

other than through the fault or negligence of the Receiving Party 
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after the disclosure by the Disclosing Party to the Receiving Party;

ⅲ　 information which was obtained by the third party other than the 

Disclosing Party, which was disclosed to the Receiving Party 

without the third party’s breach of any obligation;

ⅳ　 information which is independently developed by the Receiving 

Party;

あなた：「まず、いかなる情報が『秘密情報』となるかという点については、 Ａ

に注意する必要があります。

また、『秘密情報』から除外されることの多い Ｂ が除外されてい

ませんので、それを除外した方がよいと考えます。

詳細は、弁護士に確認した方がよいと思いますので、必要であれば、私

の知り合いの弁護士を紹介します。」

甲　氏：「ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。」

（設問 1 ）

会話の中の空欄Ａに入る記述として、最も適切なものはどれか。

ア　口頭で開示した情報は開示の際に秘密として指定しさえすれば秘密情報にな

る点

イ　口頭で開示した情報は秘密情報とはならない点

ウ　書面で開示した情報は全て秘密情報になる点

エ　書面で開示した場合と口頭で開示した場合とで扱いが異なる点
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E 平成 29 年度 第�次試験問題

経営法務
�日目 10：00〜11：00

E

1．試験開始の合図があるまで、問題用紙に触れてはいけません。

2．マークシートについての注意事項は次のとおりです。

これらの事項を守らない場合、採点されませんので、注意してください。

⑴ HBまたは Bの鉛筆またはシャープペンシルを使用して、○部分をはみ出

さないように、正しくマークしてください。鉛筆またはシャープペンシル以

外の筆記用具を使用してはいけません。

⑵ 解答は、選択肢または解答群の中からひとつ選び、所定の解答欄にマーク

してください。

⑶ 修正する場合は、プラスチック製の消しゴムで消しあとが残らないように

きれいに消して、消しくずをマークシートから払い落としてください。

⑷ 所定の欄以外にマークしたり、記入したりしないでください。

⑸ マークシートを汚したり、折ったりしないように注意してください。

⑹ マークシートは、必ず提出してください。持ち帰ることはできません。

3．監督員の指示に従って、受験票に印字されている受験番号と生年月日を、マ

ークシートの該当欄に次のとおり記入、マークしてください。記入、マークが

終わったら再確認をして、筆記用具を置いて、試験開始の合図があるまでお待

ちください。

⑴ 受験番号を、数字で記入してください。

⑵ 受験番号を、マークしてください。

⑶ 生年月日を、下記の記入例のように記入してください。

¢記入例£ 昭和 59 年
月�日生まれ或 昭和 �  � 
 � �

4．試験開始後 30 分間および試験終了前�分間は退室できません。

試験開始後 30 分を経過してから終了�分前までの間に退室する場合は、監

督員の指示に従ってマークシートを提出してから退室してください。

5．試験終了の合図と同時に必ず筆記用具を置いてください。また、マークシー

トの回収が終わり監督員の指示があるまで席を立たないでください。

6．試験時間中に体調不良などのやむを得ない事情で席を離れる場合には、監督

員に申し出てその指示に従ってください。

7．その他、受験に当たっての注意事項については、受験票裏面の記載内容等を

参照してください。
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第15問

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとＸ株式会社の代表取締役甲氏との

間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲 氏：｢α国に本社のある β会社との間で、当社で製造している機械を継続的に

販売するために、英文の基本売買契約書を締結することになりました。相

手方から次のような契約書案が届いたのですが、この条項は、何を定めて

いるのでしょうか。｣

If any of the following events occurs on either party，the other party may

terminate this Agreement by giving a written notice thereof:

(a) if either party fails to perform any provision of this Agreement or any

other agreements between the parties，which failure remains

uncorrected for more than eighty days after receipt of a written

notice specifying the default;

(b) if either party files a petition or has a petition filed against it by any

person for bankruptcy or corporate reorganization;

(c) if either party disposes of the whole or any substantial part of its

undertaking or its assets;

(d) if control of either party is acquired by any person or group not in

control at the date of this Agreement.

あなた：｢これは、解除条項を定めています。具体的には、 Ａ 場合に、契

約を解除することができることになっています。｣

甲 氏：｢債務不履行に基づく解除については、どうなっていますか。｣

あなた：｢ Ｂ ｣

DKJC-1E16
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�設問��

会話の中の空欄Ａに入る語句として、最も不適切なものはどれか。

ア 事業譲渡があった

イ 支配権の移転があった

ウ 破産の申立てがあった

エ 罰金刑が科された

�設問��

会話の中の空欄Ｂに入る記述として、最も適切なものはどれか。

ア β会社との間の他の契約に β会社の債務不履行があった場合でも、Ｘ株式会

社は本契約を解除できません。

イ β会社に債務不履行があった場合、β会社は本契約を解除できます。

ウ 契約条項違反があった場合、本契約を即時に解除できます。

エ 債務不履行の内容は書面で通知する必要があります。

DKJC-1E17



DKJC1-E-W.smd  Page 1 16/07/22 18:16  v3.20

DKJC-1E

E

1．試験開始の合図があるまで、問題用紙に触れてはいけません。

2．マークシートについての注意事項は次のとおりです。

これらの事項を守らない場合、採点されませんので、注意してください。

⑴ HBまたは Bの鉛筆またはシャープペンシルを使用して、○部分をはみ出

さないように、正しくマークしてください。鉛筆またはシャープペンシル以

外の筆記用具を使用してはいけません。

⑵ 解答は、選択肢または解答群の中からひとつ選び、所定の解答欄にマーク

してください。

⑶ 修正する場合は、プラスチック製の消しゴムで消しあとが残らないように

きれいに消して、消しくずをマークシートから払い落としてください。

⑷ 所定の欄以外にマークしたり、記入したりしないでください。

⑸ マークシートを汚したり、折ったりしないように注意してください。

⑹ マークシートは、必ず提出してください。

3．監督員の指示に従って、受験票に印字されている受験番号と生年月日を、マ

ークシートの該当欄に次のとおり記入、マークしてください。記入、マークが

終わったら再確認をして、筆記用具を置いて、試験開始の合図があるまでお待

ちください。

⑴ 受験番号を、数字で記入してください。

⑵ 受験番号を、マークしてください。

⑶ 生年月日を、下記の記入例のように記入してください。

�記入例� 昭和 59 年�月	日生まれ或 昭和 
 � � � � 	

4．試験開始後 30 分間および試験終了前
分間は退室できません。

試験開始後 30 分を経過してから終了
分前までの間に退室する場合は、監

督員の指示に従ってマークシートを提出してから退室してください。

5．試験終了の合図と同時に必ず筆記用具を置いてください。また、マークシー

トの回収が終わり監督員の指示があるまで席を立たないでください。

6．試験時間中に体調不良などのやむを得ない事情で席を離れる場合には、監督

員の指示に従ってください。

平成 28 年度 第次試験問題

経営法務
�日目 10：00〜11：00

E
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第15問

中小企業診断士であるあなたと X株式会社の代表取締役甲氏との間の以下の会

話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲 氏：｢当社で開発した遺伝子検査の新技術について、α国に本社のある会社に

技術ライセンスを供与する交渉をしています。当社から英文契約書案を提

示する予定で、担当者がひな形を準備したのですが、こういう条項につい

てはどのようなことに注意すればいいですか。

“Article XX Taxes

II. All taxes, duties or levies that may be imposed by the Governments of

Japan and α on any payment made to the Licensor under this Agreement

shall be borne by the Licensee. In the event that the Licensee is required to

Ａ such tax from the amount paid to the Licensor hereunder, and

to pay the tax for the account of the Licensor, the Licensee shall provide

the Licensor with certificates of cash withholding and payment.”｣

あなた：｢使用料の支払にかかる税金の負担についての条項ですね。まず支払国に

おける知的財産の使用料に対する源泉徴収制度、次に日本・α国間の租税

条約の有無を確認して、それらとの整合性をチェックする必要がありま

す。α国で源泉徴収税を免税してもらうか、源泉徴収分を日本で外国税額

控除の対象としてもらえないと、二重課税になりかねませんから。｣

甲 氏：｢当社は外国企業への技術ライセンスが多いので、知的財産の使用料に対

する所得課税の税率が低いことで有名な β国に現地法人を設立し、そこ

に知的財産を集約して使用料収入の税負担を抑えるというプランの提案も

受けています。｣

あなた：｢そうですか。そういう事業スキームを構想する場合には、専門家のアド

バイスだけをうのみにせず、経営の原点に立ち返って考えた方がいいです

よ。国際的な租税回避策に利用される“ Ｂ ”に関して、β国は注視

されている国ですし、その国での独立企業としての実体がなかったり、業

態に応じた事業活動上の目的や必要性等の観点から、節税以外にその国に
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知的財産を集約する経済合理性を説明できなかったりすると、税務当局か

ら租税回避行為と認定されるおそれもあります。｣

�設問�

会話の中の空欄Ａには、特定の所得の支払者がその所得�源泉所得�を支払う際

に支払金額から所得税額を差し引いて徴収し、その徴収額を国に納付するという

税制上の仕組みを意味する英単語の動詞が入る。空欄Ａに入る語句として、最も

適切なものはどれか。

ア impose

イ pay

ウ provide

エ withhold

�設問��

会話の中の空欄Ｂに入る語句として、最も不適切なものはどれか。

ア tax haven

イ tax heaven

ウ tax inversion

エ tax shelter
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E

1．開始の合図があるまで、問題用紙に触れてはいけません。

2．監督員の指示に従って、マークシートに受験番号と生年月日を次のとおり記

入、マークしてください。記入、マークが終わったら再確認をして、筆記用具

を置いて、試験開始の合図があるまでお待ちください。

⑴ 受験番号の記入

受験票に印字されている受験番号を、該当欄に記入してください。

⑵ 受験番号のマーク

受験票に印字されている受験番号を、受験番号のマーク欄にマークしてく

ださい。

⑶ 生年月日の記入

受験票に印字されている生年月日を、該当欄に記入してください。

V記入例X 昭和 59 年�月�日生まれ或 昭和 � � 	 � 	 �

3．マークシート記入上の注意事項

次の事項を守らない場合、採点されませんので、注意してください。

⑴ HBまたは Bの鉛筆またはシャープペンシルを使用して、○部分をはみ出

さないように、きれいにマークしてください。鉛筆またはシャープペンシル

以外の筆記用具を使用してはいけません。

⑵ 修正する場合は、プラスチック製の消しゴムできれいに消して、消しくず

をマークシートから払い落としてください。

⑶ 所定の欄以外にマークしたり、記入したりしないでください。

⑷ マークシートを汚したり、折ったりしないようにご注意ください。

⑸ 解答は、選択肢または解答群の中からひとつ選び、所定の解答欄にマーク

してください。

4．マークシートは、必ず提出してください。

5．終了の合図と同時に筆記用具を直ちに置いてください。

6．試験開始後 30 分間、試験終了前�分間は退室できません。

平成 27 年度 第�次試験問題

経営法務
日目 10：00〜11：00

E
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第16問

日本企業と外国企業との間の共同研究開発契約書ÛCooperative Research and

Development AgreementÞにおいて規定されている以下の条項を読んで、下記の設

問に答えよ。

Article ●●

�．During the term of this Agreement, no collaborative research and/or

development in competition with research or development under thisAgreement

shall be made by any party to this Agreement with a third party, without

obtaining its prior written approval of the other party.

．Termination of this Agreement shall be without prejudice to the obligation

provided for in the preceding paragraph.

Û設問�Þ

契約書の空欄に入る語句として最も適切なものはどれか。

ア Confidentiality

イ Non-competition

ウ Non-delegation to a third party

エ Obligation upon Termination

Û設問Þ

共同研究開発契約において、特に本条第項のような規定を定めることは、わ

が国では違法となるおそれが強いとされているが、その根拠となる法律として、

最も適切なものはどれか。

ア 産業技術力強化法

イ 中小企業新事業活動促進法

ウ 独占禁止法

エ 特許法
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第17問

A株式会社Û株券発行会社ではない。以下｢A社｣という。Þは、その発行株式の全

部について譲渡による取得に取締役会の承認を要する旨、定款で定めているが、A

社が相続人に対してその取得した A社株式を A社に売り渡すことを請求できる旨

の定款規定は存在しない。

A社を弟の専務X1とともに創業し、A社の発行済株式の�分のÛ以下｢甲株

式｣という。Þを保有する社長甲は、甲と Z Û故人。甲と婚姻関係を有したことはな

い。Þとの間で出生した長女である Yに｢その所有に属する遺産全部を遺贈する｣旨

の自筆遺言証書を作成した。甲の死後、甲の遺言書が自宅で発見され、家庭裁判所

で甲の長男 X2 Û亡妻との間の子Þの立ち会いの下、検認の手続が行われた。甲の子

はX2と Yの名だけである。

甲

X2 Ｙ

甲の妻
（故人）

X1
A社株式
（甲株式）

Ｚ
（故人）

この場合、甲株式の法律関係に関する記述として最も適切なものはどれか。な

お、遺言執行者の指定、推定相続人の廃除及び相続人と受遺者間の合意はいずれも

存在せず、甲株式以外の相続財産、相続債務、寄与分及び特別受益についても考慮

しないものとする。
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E

1．開始の合図があるまで、問題用紙に触れてはいけません。

2．監督者の指示に従って、マークシートに受験番号と生年月日を次のとおり記

入、マークしてください。記入、マークが終わったら再確認をして、筆記用具

を置いて、試験開始の合図があるまでお待ちください。

⑴ 受験番号の記入

受験票に印字されている受験番号を、該当欄に記入してください。

⑵ 受験番号のマーク

受験票に印字されている受験番号を、受験番号のマーク欄にマークしてく

ださい。

⑶ 生年月日の記入

受験票に印字されている生年月日を、該当欄に記入してください。

V記入例X 昭和 59 年�月�日生まれ或 昭和 � � 	 � 	 �

3．マークシート記入上の注意事項

次の事項を守らない場合、採点されませんので、注意してください。

⑴ HBまたは Bの鉛筆またはシャープペンシルを使用して、○部分をはみ出

さないように、きれいにマークしてください。鉛筆やシャープペンシル以外

の筆記用具を使用してはいけません。

⑵ 修正する場合は、消しゴムできれいに消して、消しくずをマークシートか

ら払い落としてください。

⑶ 所定の欄以外にマークしたり、記入したりしないでください。

⑷ マークシートを汚したり、折ったりしないようにご注意ください。

⑸ 解答は、選択肢または解答群の中から�つ選び、所定の解答欄にマークし

てください。

4．マークシートは、必ず提出してください。

5．終了の合図と同時に筆記用具を置いてください。

6．試験開始後 30 分間、試験終了前�分間は退室できません。

平成 26 年度 第�次試験問題

経営法務
日目 10：00〜11：00

E
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第15問

次の英文契約書の秘密保持条項を読んで、下記の設問に答えよ。

Article XX “Confidentiality”

A. Recipient shall maintain in confidence and safeguard all Confidential

Information which is disclosed by Discloser to Recipient in connection with this

Agreement and which is designated confidential at the time of disclosure.

B. The Confidential Information may include, but is not limited to, all technical,

financial, marketing, staffing and business information.

C. The term Confidential Information shall not include information which :

a) Was or becomes publicly available without the breach of this Agreement by

Recipient ;

b) Was in Recipientʼs possession free of any obligation of confidence at the time of

Discloserʼs communication thereof to Recipient ;

c) Is developed by Recipient independently of and without reference to any of

Discloserʼs Confidential Information or other information that Discloser

disclosed in confidence to any third party ;

d) Is rightfully obtained by Recipient from third parties authorized to make such

disclosure without restriction ; or

e) Is identified by Discloser as no longer X or confidential.

D. Provided, however, that nothing contained herein shall prevent the Recipient

from disclosing any of such Confidential Information to the extent that such

Confidential Information is required to be disclosed by law or for the purpose of

complying with governmental regulations.

E. The Y the facts set forth in sub-paragraphs C a) through e), and

Paragraph D shall rest with the Recipient.
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設問�±

この秘密保持条項の規定の内容として、最も不適切なものはどれか。

ア 受領者の本契約違反によらずに公知となった情報は、秘密情報に該当しな

い。

イ 秘密情報を利用せずに独自に受領者が開発した同一の情報は、秘密情報に該

当するが、開示しても秘密保持義務違反にならない。

ウ 法令又は政府の命令を遵守するために開示を要求される秘密情報は、秘密情

報に該当するが、開示しても秘密保持義務違反にならない。

エ 本条の秘密情報の要件として、開示時に秘密指定を行う必要があるが、その

秘密指定が特定の限定された方法によるものであることは必要でない。

設問±

文中の空欄 X には｢機密の｣、空欄 Y には｢立証責任｣を意味す

る語句が入る。各空欄に入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。

ア Ｘ：backroom Ｙ：evidence-based finding of

イ Ｘ：exchange-valuable Ｙ：lender liability of

ウ Ｘ：expensive Ｙ：preponderance of evidence of

エ Ｘ：proprietary Ｙ：burden of proving
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1．開始の合図があるまで、問題用紙に触れてはいけません。

2．監督者の指示に従って、マークシートに受験番号と生年月日を次のとおり記

入、マークしてください。記入、マークが終わったら再確認をして、筆記用具

を置いて、試験開始の合図があるまでお待ちください。

⑴ 受験番号の記入

受験票に印字されている受験番号を、該当欄に記入してください。

⑵ 受験番号のマーク

受験票に印字されている受験番号を、受験番号のマーク欄にマークしてく

ださい。

⑶ 生年月日の記入

受験票に印字されている生年月日を、該当欄に記入してください。

V記入例X 昭和 59 年�月�日生まれ或 昭和 � � 	 � 	 �

3．マークシート記入上の注意事項

次の事項を守らない場合、採点されませんので、注意してください。

⑴ HBまたは Bの鉛筆またはシャープペンシルを使用して、○部分をはみ出

さないように、きれいにマークしてください。鉛筆やシャープペンシル以外

の筆記用具を使用してはいけません。

⑵ 修正する場合は、消しゴムできれいに消して、消しくずをマークシートか

ら払い落としてください。

⑶ 所定の欄以外にマークしたり、記入したりしないでください。

⑷ マークシートを汚したり、折ったりしないようにご注意ください。

⑸ 解答は、選択肢または解答群の中から�つ選び、所定の解答欄にマークし

てください。

4．マークシートは、必ず提出してください。

5．終了の合図と同時に筆記用具を置いてください。

6．試験開始後 30 分間、試験終了前�分間は退室できません。

平成 25 年度 第�次試験問題

経営法務
日目 10：00〜11：00

E



第13問

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

外国からの医療機器の輸入に関して、輸入業者側が手配した輸送手段に輸出業者

が製品を積載することによって製品を受領する旨の合意が成立し、次の英文契約書

の条項が定められた。

PURCHASE AGREEMENT FOR MEDICAL DEVICE PRODUCT

Article XX

x. Delivery of the Products shall be made at San Francisco Port, California, on or

before the 31st of August, 2013, on Ａ San Francisco bases.

xx. The trade term “ Ａ ” shall be interpreted in accordance with

Ｂ .

�設問�


契約書の空欄Ａには、｢本船渡し｣の貿易条件を意味する貿易用語が入る。この

用語として最も適切なものはどれか。

ア CIF �cost, insurance, freight


イ DDP �delivered duty paid


ウ EXW �ex works


エ FOB �free on board


�設問


契約書の空欄Ｂには、国際商業会議所が制定した、貿易取引慣習として普遍的

に使用されている貿易取引条件の解釈に関する国際規則の略称が入る。この略称

として最も適切なものはどれか。

ア CISG イ INCOTERMS 2010 ウ U.C.C.2009-2010 ed.

エ UPICC
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1．開始の合図があるまで、問題用紙に触れてはいけません。

2．監督者の指示に従って、マークシートに受験番号と生年月日を次のとおり記

入、マークしてください。記入、マークが終わったら再確認をして、筆記用具

を置いて、試験開始の合図があるまでお待ちください。

⑴ 受験番号の記入

受験票に印字されている受験番号を、該当欄に記入してください。

⑵ 受験番号のマーク

受験票に印字されている受験番号を、受験番号のマーク欄にマークしてく

ださい。

⑶ 生年月日の記入

受験票に印字されている生年月日を、該当欄に記入してください。

V記入例X 昭和 59 年�月�日生まれ或 昭和 � � 	 � 	 �

3．マークシート記入上の注意事項

次の事項を守らない場合、採点されませんので、注意してください。

⑴ HBまたは Bの鉛筆またはシャープペンシルを使用して、○部分をはみ出

さないように、きれいにマークしてください。鉛筆やシャープペンシル以外

の筆記用具を使用してはいけません。

⑵ 修正する場合は、消しゴムできれいに消して、消しくずをマークシートか

ら払い落としてください。

⑶ 所定の欄以外にマークしたり、記入したりしないでください。

⑷ マークシートを汚したり、折ったりしないようにご注意ください。

⑸ 解答は、選択肢または解答群の中から�つ選び、所定の解答欄にマークし

てください。

4．マークシートは、必ず提出してください。

5．終了の合図と同時に筆記用具を置いてください。

6．試験開始後 30 分間、試験終了前�分間は退室できません。

平成 24 年度 第�次試験問題

経営法務
日目 10：00〜11：00

E
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第14問

A社が新製品の開発に利用する予定のオープンソースソフトウェアのライセン

ス規定として、下記の条項があった。この規定に表題を付記し、内容を説明すると

した場合、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

You receive the Program with a covenant from each author and conveyor of the

Program, and of any material, conveyed under this License, on which the Program

is based, that the covenanting party will not assert ( or cause others to assert ) any

of the partyʼs essential patent claims in the material that the party conveyed,

against you, arising from your exercise of rights under this License. If you convey a

covered work, you similarly covenant to all recipients, including recipients of works

based on the covered work, not to assert any of your essential patent claims in the

covered work.

＊語句の説明

covenant：約款 convey：伝達する

patent claim：特許請求の範囲、特許クレーム recipient：受領者

V解答群X

ア I非係争義務L

ライセンス対象物に対して特許権を行使しないライセンシーの義務を規定し

ている。

イ I非独占的ライセンス許諾L

ライセンシーに対する特許権の非独占的ライセンスを規定している。

ウ I不争義務L

ライセンス対象物に関する特許権の有効性を争わないライセンシーの義務を

規定している。

エ I保証の排除L

第三者からの特許権に基づく訴訟がライセンシーに対して提起されない保証

を排除している。
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