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第 5 問 答 案 用 紙 ＜ 1 ＞
（ 民

法 ）

問題番号を明記の上，解答しなさい。
問題１
１．本件乙建物の所有権は，ＡからＢへの譲渡によりＢに移転し（176 条），Ｂの死亡によ
る相続によりＢからＣに移転している（896 条）。そして，Ｄによる乙建物の収去請求は
丁部分の所有権に基づく物権的請求権の行使であるから，Ｄは，乙建物を所有すること
によって丁部分を占有し，丁部分の所有権を侵害しているＣに対してこれを行使すべき
ではある。
２．しかし，Ｃは乙建物に移り住んでおらず，乙建物は居住者のいない状態が長く続いて
いる。このような場合にも，実質的な建物所有者を常に物権的請求権の相手方にしなけ
ればならないとすると，土地所有者に実質的な建物所有者を探し出す困難を強いること
になり酷である。そこで，Ａが依然として乙建物の登記名義人であることから，建物所
有権を失った登記名義人も物権的請求権の相手方とできないかが問題となる。
この点，土地所有者が建物譲渡人に対して建物収去土地明渡しを請求する場合の両者
の関係は，土地所有者が地上建物の譲渡による所有権の喪失を否定してその帰属を争う
点で，あたかも建物についての物権変動における対抗関係に類似する。そこで，建物の
登記名義人は土地所有者に対して建物所有権の喪失を主張できず，土地所有者は建物所
有権を失った登記名義人も物権的請求権の相手方にできると解する。
従って，乙建物の登記名義人であるＡは，Ｄに対して乙建物の所有権の喪失を主張で
きず，ＤはＡも物権的請求権の相手方にできる。
３．以上より，Ｄは，丁部分上の乙建物の収去を乙建物の所有者であるＣに対して求める
こともできるし，乙建物の登記名義人であるＡに対して求めることもできる。
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第 5 問 答 案 用 紙 ＜ 2 ＞
（ 民

法 ）

問題番号を明記の上，解答しなさい。
問題２
１．Ａは丁部分について無権利者であり，ＢはＡから丁部分の所有権を承継取得できず，
Ｂを相続したＣも丁部分の所有権を承継取得できない。
２．しかし，Ａが丁部分上に乙建物を築造しこれをＢに譲渡し，ＢがＡから乙建物を譲り
受けて居住し始めてから９年経過後に死亡し，Ｂの死亡時から更に 10 年経過しているこ
とから，Ｃは丁部分の所有権を時効取得（162 条）できないであろうか。
(1)まず，Ｃは越境の事実について善意であり，Ｂを相続してから 10 年経過しているが，
Ｃは乙建物に移り住んでおらず，丁部分について自己固有の占有を開始したとはいえな
い。よって，相続にも 187 条１項の適用を肯定して相続人は自己の占有だけを主張でき
ると解しても，Ｃには相続を起点とする 162 条２項の 10 年の時効取得は認められない。
(2)次に，Ｂの丁部分の占有は自主占有であり，Ｃは相続によるその占有の承継（ 187 条１
項）を主張することが考えられる。そこで，占有も相続の対象になるのかが問題となる。
この点，占有も相続の対象となり，相続人が相続の開始を知っていたかおよび現実の
占有をしたか否かにかかわりなく，被相続人の占有に属していた物は，被相続人の死亡
により当然に相続人の占有に移転すると解する。なぜなら，被相続人の支配内に存在し
ていた物は当然に相続人の支配に移り，相続人は被相続人の支配を継続すると考えるこ
とができるし，また，相続人がたまたま被相続人と同居していた場合とそうでない場合
とで結論が変わることは妥当でないからである。
(3)しかし，前の占有者の占有の承継を主張する場合には，その瑕疵も承継する（ 187 条２
項）。従って，ＣがＢの占有の承継を主張しても，Ｂは，Ａから乙建物を譲り受けて居住
し始めて丁部分の占有を開始した時に悪意であるから，Ｃには 162 条２項の 10 年の時効
取得は認められない。また，悪意のＢが丁部分の占有を開始した時から 19 年しか経過し
ていないため，Ｃには 162 条１項の 20 年の時効取得も認められない。
３．以上より，Ｃは，丁部分の所有権を承継取得できず，時効取得もできないから，丁部
分の所有権を取得したと主張して，Ｄの請求を拒絶することはできない。
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第 6 問 答 案 用 紙 ＜ 1 ＞
（ 民

法 ）

問題番号を明記の上，解答しなさい。
問題１
１．Ａは過失によってＥに重傷を負わせているが，10 歳のＡには責任能力が認められない
から，Ａは，Ｅに対して，不法行為責任を負わない（709 条，712 条）。ただ，Ａが不法
行為責任を負わない場合でも，Ａの監督義務者であるＢ（820 条）は，その監督につい
て過失がなかったときを除き，Ｅに対してＡがＥに加えた損害を賠償する責任を負う
（714 条）。よって，Ｅは，Ｂに対して損害賠償請求をすることができる。
２．他方，Ｃも過失によってＥに重傷を負わせており，15 歳のＣには責任能力があるから，
Ｅは，Ｃに対して損害賠償請求をすることができる（ 709 条）。このように未成年者に責
任能力がある場合でも，被害者は監督義務者に対して不法行為責任を追及することがで
きるのかが 714 条の文言との関係で問題となる。
思うに，714 条は，未成年者に責任能力がない場合に，過失の立証責任を監督義務者
の側に転換して，被害者の保護を図ろうとした規定であり，709 条を排斥するものでは
ない。従って，未成年者に責任能力がある場合でも，監督義務者の義務違反と当該未成
年者の不法行為によって生じた結果の間に相当因果関係がある場合は，被害者は 709 条
に基づいて，監督義務者に対して不法行為責任を追及できると解する。
本問では，責任能力のあるＣの不法行為によるＥの負傷について，Ｃの監督義務者で
あるＤ1 およびＤ2 には具体的な監督義務違反は認められない。よって，Ｅは，Ｄ 1 およ
びＤ2 に対して損害賠償請求をすることはできない。
３．以上より，Ｅは，負傷による損害について，ＢおよびＣに対して賠償請求をすること
ができるが，Ｅは全額の賠償請求をすることができるであろうか。
(1)まず，ＢとＣに共同不法行為が（ 719 条１項前段）が成立するかが問題となるが，被害
者保護という 719 条の趣旨から，同条項の「共同」とは，客観的関連共同，すなわち，
結果の発生に対して社会通念上全体として一個の行為と認められる程度の一体性があれ
ば足りると解する。本問では，Ａの監督についてのＢの過失とＣの過失が競合してＥを
負傷させており，社会通念上全体として一個の行為と認められる程度の一体性が認めら
れる。従って，ＢとＣに共同不法行為が成立する。
(2)ただ，Ｅの負傷による損害は，ＣとＥがつかみ合いの喧嘩となったことが原因であり，
Ｅの過失もその損害の発生・拡大に寄与している。よって，過失相殺（722 条２項）に
より，損害賠償額は減額され，Ｅは全額の賠償請求をすることはできない。
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第 6 問 答 案 用 紙 ＜ 2 ＞
（ 民

法 ）

問題番号を明記の上，解答しなさい。
問題２
１．Ｅの単独相続人であるＦは，転落事故による損害について賠償責任を負うＢおよびＣ
に対して，Ｅの損害賠償請求権を相続により承継したことを根拠にＥの死亡によるＥの
逸失利益について損害賠償を請求することが考えられる。
(1)まず，死亡による逸失利益について は，損害が発生した時点では被害者は死亡により既
に権利能力を失っているとも考えられることから，そもそも被害者固有の損害賠償請求
権は発生しているのかが問題となる。
思うに，たとえ即死の場合でも，現実的・観念的には受傷と死亡との間には時間的間
隔がある。従って，受傷時に被害者固有の損害賠償請求権が発生していると解する。
(2)次に，ＢとＣの共同不法行為とＥの自殺との間に相当因果関係が認められるかが問題と
なる。
この点，事故の後遺障害のため被害者がうつ病に罹患し自殺に至ることは通常生じう
ることであり，このような場合には，事故と事故後の被害者の自殺との間には相当因果
関係が認められると解する。
Ｅは，本件転落事故による足に残った後遺障害によりうつ病に罹患し自殺したのであ
るから，ＢとＣの共同不法行為とＥの自殺との間に相当因果関係は認められる。
(3)ただ，Ｅがうつ病に罹患し自殺したのは，気に病む性格であったというＥの心因的要 因
も寄与している。そこで，損害の公平な分担という見地から，損害賠償額は減額される
と解する(722 条２項類推適用)。
２．以上より，Ｅは，死亡による逸失利益について，その全額ではないものの，Ｂおよび
Ｃに対する損害賠償請求権を取得し，Ｆはこれを相続することができる。よって，Ｆは，
ＢおよびＣに対し，Ｅの死亡によるＥの逸失利益について損害賠償請求をすることがで
きるから，Ｆの請求は認められる。
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【解答への道】

Ⅰ

合 格 ラ イ ン

本年度の問題も，昨年と同様，過去の本試験で出題のあった論点も出題されている。しか
し，基本論点が典型事例に近い形で出題されてもいた昨年の問題とは異なり，今年の問題は，
事例分析や法律構成が困難な問題もあった。そのため，事例分析に苦しみ，何をどこまで論
ずればよいか，答案構成に悩んだ方も多かったと思われる。
第６問は，不法行為からの全面的な出題であり，意外な分野からの出題であった感は否め
ない。不法行為が手薄になっていた方は，第６問の得点が伸びない可能性もある。第５問に
ついても，問題１では，「物権的請求権の相手方」に関する基本論点が問われているものの，
占有の承継に関する問題２は事例分析に悩むような問題であった。
総合的には，第５問の問題１の「物権的請求権の相手方」の部分でベースの得点を確保し，
それ以外の部分において，問題となる条文を指摘して結論を導くなどで得点を少し上積みで
きれば，合格ラインに達するであろう。また，総合的には難易度の高い問題であったことを
考慮すると，「物権的請求権の相手方」の部分が不十分であった場合でも，他の部分の条文操
作による部分点の積み重ねで合格ラインにたどり着くということも十分考えられる。

＜第５問＞
１．問題１について
本問は，最判平成６年２月８日を題材にした問題である。Ｄによる乙建物の収去請求は
丁部分の所有権に基づく物権的請求権の行使である 。そして，物権的請求権は物権の侵害
状態を是正するための権利であるから，Ｄの行使する「物権的請求権の相手方」は，本来
は，乙建物を所有することによって丁部分を占有し，丁部分の 所有権を侵害しているＣで
ある。従って，ＤはＣを相手方にするのが原則ではある。
しかし，実質的な建物所有者を常に 物権的請求権の相手方にしなければならないとする
と，土地所有者に実質的な建物所有者を探し出す困難を強いることになり酷である。そこ
で，建物の登記名義人が依然として登記を保有している場合は， 建物所有権を失った登記
名義人も物権的請求権の相手方とできないかが議論されている。
この点，上記の判例は，「他人の土地上の建物の 所有権を取得した者が自 らの意思に基
づいて所有権取得の登記を経由した場合には，たとい建物を他に譲渡したとしても，引き
続き右登記名義を保有する限り，土地所有者に対し，右譲渡による建物所有権の喪失を主
張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない」との構成により，これを肯
定しており，解答例も基本的にはこの立場によっている。これによれば，Ｄは，乙建物の
登記名義人であるＡを相手方にすることもできる。この立場のポイントは，本問のような
場合における「土地所有者と建物所有権を失った建物登記名義人との関係は，土地所有者
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が地上建物の譲渡による所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で，あたかも建物につ
いての物権変動における対抗関係に類似する。」という点を指摘することである。もっとも，
上記のような実質的な理由だけしか論述できなくても致命傷とはならないであろう。ただ，
本論点は，応用答練でも出題しているので，本問については，ＴＡＣ受講生は 十分対応で
きたと期待している。

２．問題２について
本問において，ＣがＤの請求を拒絶する根拠は，「Ｃが丁部分の所有権を取得した」という
点にあるから，Ｃが丁部分の所有権を取得できたか否かが問題となる。そして，丁部分の所
有権の取得については，これを承継取得する場合と時効により原始取得する場合が考えられ
る。本問では，時の経過についての事実が示されているため時効取得が問題となることには
気付いてほしい。ただ，それに引っ張られて，承継取得に関する論述を忘れてはいけない。
まず，承継取得については，Ａは丁部分について無権利者であり，ＢはＡから丁部分の所
有権を承継取得できず，Ｂを相続したＣも丁部分の所有権を承継取得できない。
時効取得については，162 条所定の期間，占有を継続する必要がある。この点，Ｃは越境
の事実について善意であり，Ｂを相続してから 10 年経過しているが，Ｃは乙建物に移り住ん
でおらず，丁部分について自己固有の占有を開始したとはいえないため，Ｃには相続を起点
とする 162 条２項の 10 年の時効取得は認められない。そのため，「自己の占有のみを主張」

できるかが問題となる「187 条１項は相続にも適用されるか」という論点（判例・通説
は肯定説）を書く必要はない。
次に，Ｂの丁部分の占有は自主占有であり，Ｃは相続によるその占有の承継（187 条１項）
を主張することが考えられ，「占有も相続の対象となるか（判例・通説は肯定説）」 が問題と
なる。これは，細かい論点であり，この論点を外しても，判例・通説である肯定説を前提に
事例処理ができていれば致命傷とはならないであろう。
ただ，この肯定説に立つとしても，前の占有者の占有の承継を主張する場合には，その瑕
疵も承継する（187 条２項）。よって，占有も相続の対象となると解しても，Ｂは 丁部分の占
有を開始した時に悪意であり，Ｂの占有から 19 年しか経過していないから，Ｃは丁部分の所
有権を時効取得できない。
もっとも，本問では，Ａが，甲土地上に乙建物を築造し，自己名義で所有権保存登記をし
てから，これらをＢに譲渡するまでの期間は不明確である。そこで，この期間が１年以上あ
れば，Ａからの占有の承継を主張することで，Ｃには 162 条１項による時効取得が認められ
る余地もある。ただ，本問では，占有も相続の対象となることや 187 条２項に言及すること
がポイントであるから，それらの論述があれば，Ａからの占有の承継を問題とするか否かは
大きな問題ではないと考えられる。
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３．合格点について
第５問では，問題１は「物権的請求権の相手方」に関する基本論点が問われているが，理
論構成まで正確な論述ができた受験生はそれほど多くないと思われる。また，問題２の「占
有も相続の対象となるか」は少し細かい論点であり，この論点を外してしまった受験生もか
なりいるであろう。これらを考慮すると，全体としては，素点レベルで５割程度の得点を確
保すれば十分であろう。

＜第６問＞
１．問題１について
ＡとＣは過失によってＥに重傷を負わせている。この点，10 歳のＡには責任能力が認めら
れず，Ａは不法行為責任を負わないのに対して（ 709 条，712 条），15 歳のＣには責任能力が
認められ，Ｃは不法行為責任を負う（ 709 条）。本問では，これらを指摘するのがひとつのポ
イントである。
更に，本問では，Ｅが，未成年者であるＡの監督義務者であるＢや未成年者であるＣの監
督義務者であるＤ1 およびＤ2 に対して，損害賠償請求できるかを検討する必要がある。
まず，Ｂについては，714 条をそのまま適用すればよい。すなわち，Ａが不法行為責任を
負わない場合でも，Ａの監督義務者であるＢ（820 条）は，その監督について過失がなかっ
たときを除き，Ｅに対してＡがＥに加えた損害を賠償する責任を負う（ 714 条）。この点につ
いて，714 条に言及できたかがポイントである。
また，Ｃとの関係では，未成年者に責任能力がある場合でも，被害者は監督義務者に対し
て不法行為責任を追及することができるのかが 714 条の文言との関係で問題となる。判例は，
709 条を根拠にこれを肯定する。解答例もこの立場によっている。細かい論点であり，これ
を論述できていれば，アドバンテージになるものと考えておけばいいであろう。
ここでは，どのような場合に監督義務違反を認めるかについて，監督義務者に一般的な監
督義務違反があればよいか，監督義務者の具体的な監督義務違反が必要かなども議論されて
いる。ただ，これは極めて応用的な論点であるため，その論述が抜けても特に問題はない。
逆に，論点と気付かずとも，具体的な利益衡量の中でこの点に関する論述があれば，加点事
由とされると思われる。解答例では，簡潔に，本問の事実関係だけでは，責任能力のあるＣ
の不法行為によるＥの負傷について，Ｃの監督義務者であるＤ1 およびＤ2 には具体的な監督
義務違反は認められないとして，Ｅは，Ｄ1 およびＤ2 に対して損害賠償請求をすることはで
きないとしているが，逆の結論だからといって点数がつかないことはないであろう。
次に，解答例の立場からは，Ｅは，負傷による損害について，ＢおよびＣに対して賠償請
求をすることができるが，設問後段では，全額の賠償請求をすることができるかが問われて
いる。そこで，Ｅに対して損害賠償責任を負う者が全額の賠償責任を負うかについて，共同
不法行為の成否を検討する必要がある。この点については， 719 条 1 項前段の「共同」の意
義が問題となるが，判例・通説の立場である客観的関連共同説を論じてあて はめをすれば十
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分である。この論点は，2014 年，2011 年度の本試験でも問われた論点であり，共同不法行為
の基本論点であるが，不法行為が手薄になっていた方も多いと思われることから，正確では
なくても，共同不法行為の成立を認めるそれなりの論述をしていれば，何とか勝負にはなる
であろう。
更に，Ｅの負傷による損害は，ＣとＥがつかみ合いの喧嘩となったことに原因があるから，
過失相殺（722 条２項）にも言及すべきである。一般的に，喧嘩が原因の場合には，全額の
賠償請求は認められないから，Ｅの全額の賠償請求は否定すべきであろう。
２．問題２について
Ｅの死亡によるＥの逸失利益はＥが被った損害であるから，Ｅの単独相続人であるＦ がこ
れについて損害賠償請求をするためには，Ｅの損害賠償請求権をＦが相続により承継したこ
とが必要である。
この点，死亡による逸失利益について は，損害が発生した時点では被害者は死亡により既
に権利能力を失っているとも考えられることから，そもそも被害者固有の損害賠償請求権は
発生しているのかが問題となる。これは，2011 年度の本試験でも問われた論点 であるが，こ
れを肯定するのが確定した判例である。従って，この論点に言及せず，死亡による逸失利益
についても被害者固有の損害賠償請求権は発生していることを前提として論じていても，大
きなマイナスとはならないであろう。
次に，本件転落事故による損害について責任を負う者がＥの死亡によるＥの逸失利益につ
いても損害賠償責任を負うためには，それらの者の加害行為とＥの自殺との間に相当因果関
係が認められる必要がある。判例の中には，加害者の予見可能性を問題として 相当因果関係
の肯否を判断しているものもあるが，近時の判例では相当因果関係を肯定した上で，被害者
側の心因的要因を考慮して，損害賠償額の減額 を認めるものが多い。そこで，解答例では，
事故の後遺障害のため被害者がうつ病に罹患し自殺に至ることは通常生じうるという点から，
ＢとＣの共同不法行為とＥの自殺との間に相当因果関係を認めた上で，気に病む性格であっ
たというＥの心因的要因も考慮して，722 条２項類推適用により損害賠償額は減額されると
いう構成をとっている。ただ，本問は問題 1 と異なり，全額の賠償請求の可否までは問われ
ておらず，また，かなり細かい論点であることを考えると，本件加害者の行為とＥの死亡に
よるＥの逸失利益との間の相当因果関係の肯否について検討して いれば特に問題はないであ
ろう。
３．合格点について
第６問は問題１も問題２も現場思考力が試される難問であったことを考えると，第６問
では差はつかないと思われる。問題１おける 714 条や 722 条２項の条文操作や共同不法行
為の成否，問題２における損害賠償の範囲についての相当因果関係に関する論述により部
分点を積み上げることで，素点レベルで何とか３割強の得点を確保できれば勝負になると
考えていいであろう。
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Ⅱ

答練との対応関係

＜第５問＞
応用答練

第１回

第２問

＜第６問＞
該当なし
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