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本 試 験 を ふりか えって 〜 出 題 傾 向・合 格 ラ イン 等 〜
久野 ８月 26 日（土）， 第２日第２限に行われた会計学 [ 午後 ]， 財務会計論です。 尾崎先生， 財務会計論 ・ 計算では，
先ほどは 「ここ最近の出題傾向が踏襲されている出題」ということでしたが， 内容的にはどのような出題だったのでしょう。
尾崎 第３問は， リース取引と企業結合からの出題でした。 いずれの問題もＴＡＣでは十分に対策をしている論点であり，
しっかり学習していた受験生なら高得点を取ることができたでしょう。
第５問は， 連結財務諸表 ・ 連結包括利益計算書からの出題でした。 資本連結に難解な箇所があり， 戸惑った受験生も
多いかもしれません。
久野 昨年は 「ＩＦＲＳから日本基準への修正」が出題されていましたが，今年は 「出題範囲の要旨 （論文重点出題範囲）」
との関係はいかがでしたか。
尾崎 すべて 「論文重点出題範囲」からの出題でした。
久野 問題の量的な面ではいかがでしたか。
尾崎 概ね昨年と同様の分量でしたが， 第５問は配点箇所が増えており， すべて解答するには時間のかかる問題でした。
久野 さて， 吉野先生， 先ほどは 「その場で考えさせる現場思考型の出題が増えた」ということでしたが， あらためて
お願いします。
吉野 冒頭でお話ししたように， 昨年の論文式試験と比較すると， 暗記吐出型の問題が減少する一方で， 現場思考型の
問題が増えましたので， 難化したとみてよいと思います。
また， 全体を俯瞰したときの出題内容の特徴としては， いわゆる典型的なコンバージェンスの論点が減少したことが
挙げられます。 近年の論文式試験では， 日本の会計基準と国際会計基準の差異といわれている論点からの出題ウェイトが
高かったのですが， 今年の論文式試験では， どちらかといえば， 純粋に日本の会計基準に関する理解を問う出題が
多かったと感じます。
久野 理論の出題では 「出題範囲の要旨 （論文重点出題範囲）」との関係はいかがでしたか。
吉野 以前の論文式試験においては， 「論文重点出題範囲」ではない論点からの出題も見受けられましたが， 今回の
論文式試験は， 「論文重点出題範囲」に準拠した出題だったといえます。
久野 今年の理論の量的な面はどうだったんでしょう。 現場思考型出題は時間が気になりますね。
吉野 理論の記述形式による解答行数については， 昨年と概ね同様です。
また， 計算と理論の出題割合についても， 昨年と同様に第３問が計算多め， 第４問が理論のみ， 第５問が理論多めと
いう出題形式でした。
ただし， 先ほどもお話ししたように， 今回の論文式試験では， 現場思考型の問題が増えましたので， 問題文を詳細に
分析し答案構成を練るために 「もう少し時間が欲しい」と感じた受験生の方が多かったかもしれません。
久野 財 務 会 計 論 で は 「法 令 基 準 等」に つ い て， 例 年， 利 用 さ れ な い 受 験 生 が 多 い の で す が， こ の 点 も 例 年 通 り
だったんでしょうか。
吉野 ここ数年の論文式試験では， 「法令基準等」を用いて解答を作成させるような出題は見受けられませんでした。
一方で， 今年の論文式試験では， 詳細は後ほどお話ししますが， 「法令基準等」を参照することで解答を作成しやすく
なるような出題も一部見受けられました。 とはいえ， ほとんどの問題では， 「法令基準等」を参照する必要がない問題
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でしたので， 「法令基準等」をほとんど開くことなく， 答案を作成した受験生の方が多かったのではないかと思います。
久野 「法令基準等」の利用の仕方は科目によって異なりますし， また， 徐々に変化していますよね。
それでは， 各問についてコメントをいただいていきます。 第３問は計算 ・ 尾崎先生からですね。
尾崎 第３問 ・ 問題１ ・ 問１は 「リース取引」の問題です。 仕訳の穴埋め， かつ， テキストの例題そのままのようなレベルの
問題でした。⑥の科目については悩んでしまったと思いますが， 正答できなくても合否に影響はないでしょう。 逆に， それ
以外の箇所はすべて正答すべきです。
直前答練の第 １ 回で， まさに似たような仕訳形式での出題をしておりましたので，ＴＡＣの受講生であれば違和感なく
解き進められたのではないでしょうか。
吉野 第３問 ・ 問題１ ・ 問２は 「リース会計」からの出題でした。 国際会計基準と米国基準の双方に導入されたことで
近年のトピックになっている使用権モデルではなく， 伝統的な考え方である割賦購入説の考え方を問う出題です。 所有権
移転外ファイナンス ・ リース取引も含めて考える場合には， 割賦購入の考え方をどのようにして拡張させるかといった少し
複雑な論理展開が必要になりますが， 本問では， 問題文で所有権移転ファイナンス ・ リース取引に限定されています。
そこで， 割賦購入のケースとの共通項として， 資産の法的所有権が借手ないしは買手に移転することと代金の支払いが
分割払いになることを指摘できればよいでしょう。 本問は基本的な論点ですから， 高得点を獲得して頂きたかったところ
です。
尾崎 第３問 ・ 問題２ ・ 問１は 「企業結合」の問題です。 合併比率の算定， 無形資産， 企業結合に係る特定勘定， 抱合
株式など， テキストで学習した論点が多く含まれていました。
こちらも非常に易しい問題でしたので， 満点を取れた受験生もいらっしゃるでしょう。 退職給付引当金については若干
戸惑ったかもしれませんが， 指示の意図を読み取って欲しかったところです。 本試験の緊張感を考慮しても， ７割～８割
程度取っておきたいところですね。
第５問が難しいですから， 第３問は丁寧に解いて， 満点近くを取っておきたかったです。
吉野 第３問 ・ 問題２ ・ 問２は， 「企業結合会計」からの出題でした。 逆取得のケースにおける存続会社の個別財務
諸表上の会計処理が問われています。 逆取得のケースにおける個別財務諸表上の会計処理の典型論点として， 会社法の
考え方の制約から，存続会社の資産・負債を時価に評価替えすることには問題があるという論点がありますが，本問は，
存続会社の資産 ・ 負債ではなく， 消滅会社の資産 ・ 負債を合併直前の帳簿価額によって計上する理由が問われています。
逆取得の場合には， 企業にとっての投資の観点から考えても結論が導き出せませんから， 株主にとっての投資が総体として
継続するか否かという持分の継続の観点から解答を作成する必要があります。 多くの受験生の方が， 存在会社の資産 ・
負債を念頭に記述してしまったかと思いますが， 本試験の緊張と時間制約を考慮すると， やむを得ないかなと思います。
消滅会社の持分が継続している旨を指摘することで部分点を獲得していれば， 大きなアドバンテージになるかと思います。
久野 第４問は， 例年通り， 全て理論問題です。 吉野先生， お願いします。
吉野 第４問 ・ 問題１は， 「自己株式」に関する出題でした。
問１は， 自己株式を資本の控除項目として取り扱うことを前提として， 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する
会計基準」において， 「自己株式という科目を用いて一括して株主資本全体の控除項目とする方法」が採用されている
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理由が問われています。 会計基準の結論の背景をそのまま書き出すだけの問題であり， 論文答練でも出題している典型
論点ですから， 完答が望まれます。
問２は， 自己株式を他の種類の自己株式を交付して取得した場合の取得原価の算定について， 「自己株式及び
準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」で採用されている考え方が問われています。ｂ 「帳簿価額を基礎と
して算定する方法」という結論部分は指摘できたとしても， その基礎にある考え方を完答できた方は少なかったと思い
ます。 テキストには掲載されている考え方ですから， 新たな払い込みがない以上， 払込資本を増加させるべきではない
ことを指摘することで部分点を獲得できていれば十分かと思います。
問３は， 自己株式を無償取得した場合の会計処理について， 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の
適用指針」で採用されている考え方が問われています。 c 「自己株式の数のみの増加として処理する方法」が採用されて
いる点については， 多くの方が指摘できたかと思います。 一方で， このような考え方が 「制度上採用されている理由」は
少し厳しかったかもしれません。というのは，「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」では，
「自己株式の数のみの増加として処理する方法」の論拠と， この方法を採用する理由を区別して説明しています。 論文
答練では， 株主間の富の移転に着目する前者の考え方を出題していましたので， これに引きずられてしまった方が多いと
思います。 問題文で， 「自己株式の性格に照らして説明しなさい」というヒントが示されていましたので， 資産説と資本
控除説を念頭においたうえで， 換金可能な資産としての側面に着目して自己株式を時価で測定するのはおかしいという
指摘ができれば， アドバンテージを獲得できるかと思います。 本問も， 完答は厳しいでしょうから， 部分点を獲得できて
いればよいと思います。
第４問 ・ 問題２は， 「税効果会計」に関する出題でした。
問１は， 税効果会計における適用税率として， 差異発生時の税率を用いる考え方と差異解消時の税率を用いる考え方に
ついて， それぞれの目的が問われています。 税効果会計における２つの目的としてストレートに問うのではなく， 若干捻りの
入った問われ方となっていますが， 基本的な論点ですから多くの受験生の方が完答できたのではないかと思います。
問２は， 税率変更があった場合に過年度に計上された繰延税金資産が再計算される理由が問われています。ｂの考えに
基づくという点は， 多くの方が正答できたかと思いますが， 「『討議資料 財務会計の概念フレームワーク』 における資産の
定義に照らして」という制約があるために， 理由の説明部分は少しだけ書きにくかったかと思います。 但し， 繰延税金
資産の資産の定義へのあてはめは， 論文答練で出題していますので， 高得点を獲得して頂きたかったところです。
問３は， 繰越欠損金が一時差異等として税効果会計の対象となる理由が問われていました。 将来の課税所得を減額する
ことによって， 税金支払額が減額される点について指摘できていればよいでしょう。 こちらも高得点を獲得してほしい問題
です。
第４問 ・ 問題３は， 「金融商品会計および外貨換算会計」に関する出題でした。
問１は， ヘッジ会計の事後テストにおける具体的な判定基準が問われています。 短答式試験で問われるような若干
細かい論点ですから， 忘れてしまっていた受験生の方が多いかもしれません。 80% から 125% の範囲内という判定基準を
示していれば， アドバンテージを獲得できるかと思います。
問２は， 為替予約を独立処理によって会計処理した場合と， 振当処理によって会計処理した場合の年度利益への影響の
違いが問われています。 単に会計処理を説明するだけでよいのか， それとも， 会計処理の理屈を説明すべきかで悩まれた
方が多いと思います。 計算編で学習している仕訳をイメージしながら， 独立処理と振当処理の損益に与える影響を説明
できていれば， 十分かと思います。
問３は， 「外貨建取引等会計処理基準」において， 振当処理が認められている理由が問われています。 但し， 「外貨建
取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」で示されている内容をそのまま吐き出すのではなく， 「経過勘定の会計
処理との整合性」の観点から説明することが求められています。 本問は応用論点であるため， 完答は厳しいですが，
「経過勘定の会計処理」の説明や， 期間配分という共通する考え方を指摘することによって部分点の獲得は可能だった
かと思います。
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第４問 ・ 問題４は， 「退職給付会計」からの出題でした。
問１は， 数理計算上の差異の費用処理年数を変更する場合に， 会計方針の変更となるか， 会計上の見積りの変更と
なるかの判断基準が問われています。 「退職給付に関する会計基準の適用指針」に具体的な判定基準が示されている
のですが， これを正確に記憶している受験生はまずいないでしょう。 したがって， 本問はできなかったとしても合否に影響は
ないと思います。
問２は， 基礎率を変更して数理計算上の差異が多額に発生した場合に， 費用処理年数を変更できるか否かが問われて
います。これは，かなり前に実務上の議論になった論点で，会計士協会のリサーチ・センター審理情報として，基本的には，
正当な理由とはならない旨が指摘されていました。 ただし， 現在の受験生がこのような資料を知っているはずもない
ですから， 完全に現場思考の問題になるかと思います。 直感的に考えてみても， 基礎率が変わって数理計算上の差異が
多額に発生したことで費用処理年数を変更するというのは， 違和感のある処理ですから， 「費用処理年数の変更はでき
ない」という結論を示すことによって， 部分点を獲得できていればよいでしょう。
久野 第５問です。 まず計算ですね。 尾崎先生，
お願いします。
尾 崎 第 ５ 問 ・ 問 題 １ ・ 問 題 ２ ・ 問 題 ３ は 「連 結
財務諸表」の問題です。
出題論点としては， 連結包括利益計算書， 連結
財務諸表における退職給付会計， 評価差額の
実現，成果連結， 税効果会計， 持分法から連結
への移行， 間接所有， 事業分離等， 多岐に渡って
います。 特に， 持分法から連結への移行に関わる
処理については， 非常に難解でした。
Ｓ社株式をＴ社に譲渡し， その対価としてＴ社
株式を受け取ることによってＴ社が子会社となる
論点 （持分法から連結への移行）については，
手をつけずに他の問題に時間を振り向けるのが正しい判断でした。 問題 １ の文章の流れから， 事業分離のように解答
することができることに気づければ良いのですが， 限られた時間で気づくのは非常に困難です。 解答できなくてもまったく
気にする必要はありません。 この箇所では差はほとんどつかないでしょう。
支配獲得時における退職給付に係る調整累計額 （未認識数理計算上の差異）については， 評価差額と同様に取り扱い
ます。 したがって， 個別上費用処理された金額については， 連結上， 評価差額の実現として取り扱うことになります。
これもテキストでは学習していないので， 難しいと感じたかもしれません。
一方で， 成果連結については平易でした。 成果連結のみで解答できる箇所については， しっかりと得点しなければ
なりません。
また， 「資本金」や 「剰余金の配当」など， 優しさ溢れる配点箇所もいくつかありましたので， 取りこぼしのないように
しましょう。
第５問の計算部分は， ３割～４割程度で， 十分に合格ラインと考えて良いでしょう。
久野 先生方の予想合格ラインには期待値が入り込んでしまう場合があるんですが， 受験生の皆さんはその素点を確保
できますかね？
尾崎 一部に難易度の高い箇所はあったものの， 連結包括利益計算書の組替調整額や， 一部売却に係る法人税等
相当額の調整など，ＴＡＣでは十分に学習してきた論点からの出題が目立ちました。 テキストやトレーニング， 各種答練を
しっかり学習してきた受験生であれば， 合格ラインに間違いなく到達できるはずです。
久野 ありがとうございます。 後は， 理論， 吉野先生ですね。
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吉野 第５問 ・ 問題４は， 資料を参照して， 当期純利益とその他の包括利益の一時的な変動の原因となった会計処理を
２つ指摘させる問題です。記述形式での解答が求められていますが，理論というよりも計算の出題です。「一時的な変動」
という観点から， 段階取得に係る差益とその他有価証券の売却益を指摘する必要があります。 計算問題の難易度が高い
ことや， 時間制約が厳しいことを踏まえても， 少なくともどちらか １ つは適切に指摘してほしいですね。
問題５は， 「連結会計および企業結合会計」からの出題です。
問１は， 子会社に該当するか否かの判定基準が事例問題として出題されています。 冒頭でもお話ししたように， 法令
基準集を用いることで解答を作りやすくなる問題です。 答案作成上は， 子会社の判定が支配力基準による旨を指摘した
うえで， 「連結財務諸表に関する会計基準」７項を参照して， 他の企業の議決権の 45％を保有している場合の具体的な
判定基準を示せばよいでしょう。 本問は， 基本的な出題ですから， 高得点を獲得して頂きたかったところです。
問２は， 投資先企業の株式を取得する場合の会計処理が事例問題で問われています。Ｔ社が関連会社であった場合
には， 段階取得が行われたとみるのに対して， 子会社だった場合には， 子会社株式の追加取得となる点に着目して
解答を作成すればよいでしょう。 完答は厳しいでしょうから， 部分点を獲得できればよいと思います。
久野 論文式試験を受験された方々へのメッセージをお願いします。
尾崎 私が初めて論文式試験を受験した時は， 合格発表までまったく学習しませんでした。 合格しているかどうかは微妙な
手応えだったのですが， 仮に学習したとしてもやる気が出ないと思ったので， 遊んだりアルバイトをしていました。 手応えの
有無にかかわらず， 合格発表までに学習する気が起きたなら学習しても良いでしょう。 でも， 無理に学習する必要はないと
思います。
結局その年， 私は不合格になりましたが， 合格発表後から必死にやれば十分間に合いますので心配しなくても大丈夫
です。
吉野 毎年お伝えしていることですが， 合格発表までの期間はとにかく自由な時間を堪能してほしいと思います。 ご自身の
趣味であったり， 旅行であったり， 映画や読書にと， これまで我慢してきた自分のやりたいことに時間を注いで下さい。
久野 ありがとうございました。

来 年 以 降 の 受 験 生 に アド バ イス
久野 さて， 財務会計論 ・ 計算について， ここ数年の出題形式 ・ 出題傾向をみて， 来年以降の受験をする方々は， どの
ように学習を進めていけばよいでしょうか。
尾崎 ここ数年， 過去問と似通った内容の出題が続いています。 短答式試験のみならず， 論文式試験においても過去問
からの出題が増えてきている印象です。ＴＡＣの各種答練では， これらの傾向を踏まえて出題していきますので， かならず
受講するようにしましょう。
難解な出題も一部みられるものの， 例題レベルの問題も多く出題される傾向にありますので， テキストやトレーニング
などの基本的な問題をおろそかにしないようにしてください。
久野 財務会計論 ・ 理論について， 来年以降の受験をする方々は， どのように学習を進めていけばよいでしょうか。
吉野 繰り返しお話ししましたように， 今年の論文式試験では， 現場思考型の出題が多かったことから， テキストの記載や
論文答練の解答を 「とりあえず覚えてしまおう」というスタンスで学習を進めていた方にとっては， かなり厳しかったのでは
ないかと思います。 一方で， 日頃の学習から， それぞれの論点のポイントをご自身の言葉で要約すること， あるいは，
「何故そうなのか」という視点を持ち続けて学習を進めていた方は， 応用問題の完答は厳しかったとしても， 部分点を
積み上げられたのではないかと思います。
このような現場思考型の問題を重視する出題が来年も続くことを前提とすると， 各論点を 「知っているか」や 「覚えたか」
ではなく， 「使えるか」が重要になります。 学習方法の一例としては， ある論点を学習するときには， その論点の内容を

来年以降の受験生にアドバイス

友人に簡潔に説明できるかという視点を意識するとよいでしょう。
それから， 少し先の話になりますが， 論文答練を受講する際には， 応用問題であってもできる限り白紙にしない努力を
続けることが重要です。 応用問題に対して解答を捻り出すことによって部分点を獲得していくスキルは， そのような経験を
繰り返すことによって初めて身につきます。 白紙答案ですと 0 点確定ですが， １ ～２行記述するだけで部分点を獲得し，
その積み重ねによって， 総得点に大きな差がつくこともあります。 論文答練を受講する際にも， 本試験と同様に， １ 点でも
多く得点を積み上げることを常に意識して頂きたいと思います。
久野 平成 30 年試験を受験される方にアドバイスはありますか。
尾崎 初めての受験の方は， とにかく 12 月短答に合格することを最優先に考えて下さい。 12 月合格と５月合格では，
論文式試験までの余裕が全然違います。 答練やアクセスだけではなく， 改めてテキストの例題を確認しておきましょう。
短答式試験でも論文式試験でも， テキストレベルの内容が出題されることも多いです。
再受験の方は， なぜ不合格となってしまったのか， その原因を突き詰めて潰していきましょう。 そうしないと， 同じことの
繰り返しになってしまいます。 時間をとって， 自分の学習方法や学習態度を見つめ直して下さい。 可能なら久野さんや
講師に相談してみるとよいでしょう。
租税法は論文のみですが， 計算が含まれるので得点源にしやすいです。 近年は難しい出題が多いようですが…。
計算だけでも早めに手をつけて固めておいた方が良いでしょう。 選択科目は， 何を選択しているかにもよりますが， 経営学
であれば 12 月短答後でも間に合うのではないでしょうか。
久野 はい。 「個別成績 ・ 学習方法相談」は随時行っておりますので， どうぞいらしてください。
経営学については， カリキュラムに従っていただければ良いと思いますが， 経営学 - 財務管理については早めにやって
いても損はないでしょうね。
尾崎先生， 吉野先生， ありがとうございました。
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企 業 法

企業法担当

木村 弘行 講師

本 試 験 を ふりか えって 〜 出 題 傾 向・合 格 ラ イン 等 〜
久野 ８月 27 日（日）， 第３日第 １ 限に行われた企業法です。 さて， 先ほどは 「基本的な良問だった」ということでした。
「出題範囲の要旨」との関係ではいかがでしたか。
木村 大体， 予想される範囲の問題で無難な出題だったと思います。
久野 量的にも例年通りですかね。
木村 特に変化はなかったです。
久野 出題形式という観点ではいかがでしたか。
木村 第 １ 問は問題 １ ， 問題２ともに論点を訊く問題でした。 出題形式は例年論点の問題の場合は 「論ぜよ」の文末に
なることが多かったのですが， 今年は 「認められるか」 「該当するか」という文末でした。 「論ぜよ」形式と同じと考えて
いいと思います。
対して， 第２問は問題 １ ， 問題２ともに制度の説明問題と考えていい問題でした。 出題形式は 「説明しなさい」の文末
でした。 ただ， 問題 １ についてはいわゆる当てはめ能力を問う点で， その場での処理を要求され書きにくかったのでは
ないかと思います。
久野 では， 第 １ 問 ・ 問題 １ からお願いします。
木村 第１問 ・ 問題１は 「名義書換と不当拒絶」の問題です。
まず， 教科書的な不当拒絶ではなく， 株式の譲受人は適法に名義書換を請求したところ会社はこれを放置したという
問題文でした。 この点で， 本問が不当拒絶の問題なのか自信を持てなかった方がいたかもしれません。 しかしこの点
不当拒絶とされる点で特に学説上の争いがあるものではないので， 不当拒絶として解答して構いません。 その際， 問題
文中で 「Ｄ及びＥとも相談の上」とある点は， 会社ぐるみだったことを強調したかっただけで特に重大なヒントが隠されて
いるというようなものではないです。
解答に際しては譲渡及び名義書換請求の有効性に軽く触れた上で， 不当拒絶の結果， 名義書換未了状態の株式
譲受人が会社に対して株主としての権利行使ができるのかと問題提起をしてください。
ついで自説の展開をすることになりますが， 必ず， 株主名簿の確定的効力の原則論に触れた上で， 信義則を理由に
権利行使を認める， つまり本問では 30 万円の配当金の支払い請求は認められるとしてください。
久野 その後の第１問 ・ 問題２はいかがでしょう。
木村 第１問 ・ 問題２は 「利益供与の禁止と株式譲渡」の問題で 「蛇の目ミシン工業事件」のちょっとした応用問題でした。
論点は一つだけでして， 利益供与禁止の適用条件である 「株主等の権利行使に関して」について持ち株の譲渡行為は
この要件を満たすのかという点です。 「蛇の目ミシン工業事件」の最高裁判決では原則として株式を譲渡することは株主の
権利行使ではないが， その究極の目的が株主権の行使を排除する点にある場合は例外的にこの要件を満たすとするもの
ですので， その線で答案を作成すればいいでしょう。 ただ， 本問は株主に直接 200 万円を贈与していますので 120 条
２項が適用され， 株主の権利行使に関し， 財産上の利益を供したと推定されます。 その結果， この推定が破られるのかと
いう形で問題提起していかなければなりません。 結論としては利益供与に該当するとする方が大半かとも思いますが，
中には 「Ａに攻撃的な行動を繰り返す」ことを排除するためになされたことを強調して， 株主の権利行使を阻止するわけ
ではないと認定する事もできるかもしれません。 このあたりの認定はいずれでもいいのかなぁと思います。

企 業 法 ----------------------

本試験をふりかえって〜出題傾向・合格ライン等〜

久野 第２問 ・ 問題 １ はいかがですか。
木村 第２問 ・ 問題１は 「内部統制システム構築義務の不履行と 423 条１項責任」の問題です。
今年の企業法の論文試験では一番書きづらかった問題ではないでしょうか。 問題文中で 「子会社からなる企業集団の
業務の適性を確保する体制の整備」という重大なヒントが示されているので会社法 362 条５項 ・ ４項６号は探せるのですが，
更に 「丙会社に於いては， その取締役の職務の執行に係る事項の乙会社への報告に関する体制， 及び丙会社の損失の
危険の管理に関する体制」が講じられていなかったというヒントから施行規則 100 条 １ 項２号， ５号イロまで探せたかが
一つポイントになります。 さらに， これらの構築義務は条文では取締役会の職務とされていますので， これをＡらの取締役
個人の任務にどう落とし込むのかが次のポイントになります。 この点は取締役の会社に対して負っている一般義務は善管
注意義務ないしは忠実義務しかないので， これらの構築義務もまた善管注意義務ないしは忠実義務の具体化であると
したうえで， 423 条の任務懈怠を認定していくことになります。
いわゆる当てはめ能力ですので条文の検索能力だけではだめで， これをどう具体的に処理するかが問われることに
なります。
久野 第２問 ・ 問題２はいかがですか。
木村 第２問 ・ 問題２は 「最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え」の問題です。
問題文が責任追及の方法について説明しなさいとなっているので， 当該責任追及ができるのか否かを訊いているのでは
ないです。 当然できるとしてその方法の単純な制度の説明を訊いているだけです。 ただ， その際， 問題文に当てはめに
必要な情報が色々示されているので要件の必要性を説明するについて， 本問ではその要件は満たされているとした上で
当該要件が必要とされている趣旨を展開する形の答案がいいのではないでしょうか。 例えば， なぜ最終完全親会社の
株主が追求できるのは 「特定責任」に限ったのかというと， ５分の １ を切るほどの規模の子会社の役員の責任を追求できる
とするのは少々行き過ぎだから一定の規模の要件を設けたという趣旨の展開をしておく， というような処理をしておくという
ことです。
久野 さて， 第１問 ・ 第２問それぞれ， どれくらいの素点で合格者水準でしょう。
木村 合格点の最低ラインですが， 第 １ 問， 問題 １ の方は素点で 10 点から 13 点ぐらい， 問題２の方は素点で 10 点
ぐらいかと考えます。
第２問， 問題 １ の方は素点で 10 点から 13 点ぐらい， 問題２の方は素点で 10 点ぐらいかと考えます。
久野 大問それぞれで 20 点から 23 点ぐらいは確保しておきたいということですね。
木村先生， ありがとうございました。
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経 営 学

経営学担当

田畑 文子 講師

本 試 験 を ふりか えって 〜 出 題 傾 向・合 格 ラ イン 等 〜
久野 ８月 27 日（日）， 第３日第２限に行われた選択科目第１問 ・ 第２問－経営学です。 田畑先生， 先ほどもコメントを
いただきましたが， 改めて， 全体的な印象はいかがでしたか。
田畑 出題内容としては， 例年通り， 第１問が組織論 ・ 戦略論， 第２問がファイナンス理論からの出題でした。
第 １ 問については， 講義で扱っていない内容も一部含まれていたので難しく感じたかもしれませんが， そのような問題は
埋没問題となるので心配する必要はありません。
第２問に関しては， ほとんどが基本的な問題であり， 講義や答練をしっかりとこなしていた方は高得点が望めると思います。
久野 それでは， 第 １ 問から個別にコメントをお願いします。
田畑 第１問 ・ 問題１は 「戦略論」からの出題です。
問１の穴埋め問題については， 基本的なキーワードについての出題ですので， 問題なく解答できたと思います。 問２の
ハーフィンダール ・ ハーシュマン指数については， 直近の答練で扱っていたので復習がしっかりとできていた方は得点
出来たと思いますし， 正答できていれば， アドバンテージになると思います。
問３の成長率に関する計算については， ファイナンス理論で学習している複利計算です。 こちらはごく基本的な計算
問題ですので必ず正解していただきたいです。 問４のスイッチングコストの説明問題は， 全く同じ問題を公開模試で出して
いますので， 満点まではいかなくとも部分点は十分取れたはずです。 問５の競争構造分析についても， 答練で類似問題を
出題しています。 ただ勘違いしやすい問題なので， 落ち着いて考えることができたかどうかが， 正解 ・ 不正解の分かれ目に
なったのではないでしょうか。
第１問 ・ 問題２は 「国際化」および 「経営資源」に関する問題の出題です。 まず， 問１， 問２， 問３は国際化に関する
出題であり， 講義では扱っていなかったため， 書けなくても問題ありません。 問４のコア ・ コンピタンスおよび問５のカンバン
方式については， 基本的な語句ですので， しっかり得点してほしい問題です。
第 １ 問の問題 １ は満点に近い点数を取れる方もいたかも知れませんが， 問題２に埋没問題も含まれていたことを鑑みると，
全体として５割程度取れれば問題ないでしょう。
久野 第２問はいかがですか。
田畑 続いて第２問の 「ファイナンス理論」については， 基本的な内容の出題が多かったため， 正解すべきところでいかに
点を落とさないかが合否の分れ目であったと思います。
問題１は 「ポートフォリオ理論」や 「ＣＡＰＭ」等に関する問題でした。 問１の数値や語句の穴埋め問題については，
⑧の市場リスクを計算する問題以外は基本的な問題なので， ほぼ完答できたでしょう。 問２のベータの展開式については，
テキスト通りの内容ですので， 必ず正解したい問題です。 問３のシャープレシオの計算についても公式に当てはめれば
解答できる問題ですので， 問題なく解答できたと思います。
問題２は 「金利の期間構造」と 「イールドカーブ」に関する問題でした。 全体的に基本的な問題でしたので， ほぼ完答
出来たでしょう。
問題３は 「企業価値」に関する問題でした。 問４の買収価格を算定する前段階として， 問１でフリーキャッシュフローの
算定， 問２で加重平均資本コストの計算， 問３で残存価値の算定と， 手順を問題で示してくれている問題でした。 こちらの
問題については， 講義や答練などでしっかりと学習している論点なので， 確実に得点していただきたいです。

経 営 学 ----------------------

本試験をふりかえって〜出題傾向・合格ライン等〜

問題４は 「財務分析」に関する問題でした。 財務分析については管理会計で学習済みですし， 経営学でも答練や論文
直前講義では取り扱っています。 また， 問題文の中で， 各指標について細かく説明が入っていましたから， 迷うことなく
解けたと思います。
第２問の合格ラインは８割程度と考えています。 例年よりかなり高めですが， それくらい解きやすい問題ばかりでした。
しっかりと経営学を学習していた受験生であれば， 満点近い点数を取れたと思いますし， 実際そういう方は多いと思い
ます。 ケアレスミスをどれだけ抑えられたかどうか， 第２問のポイントはその一点に尽きると思います。
久野 第 １ 問で５割， 第２問で８割。 かなり高いようですが， そういう問題であったということですね。

来 年 以 降 の 受 験 生 に アド バ イス
久野 さて， 近年 ・ 今年の出題傾向をみて， どんな点に注意しながら学習を進めていけばよいでしょう。
田畑 今年の本試験を振り返ると， 幅広い分野からの出題がされており， また問題のほとんどが標準的な問題でした。
これはここ数年の本試験と同じであり， 来年以降も大きく変わることはないと思います。 従って， 重要性の高い論点，
あるいは出題された場合に確実に得点すべき分野といった所を中心に学習していくことが大切です。 そのためにも，
発展的な論点にはあまりこだわらず， テキストを読み込み， 問題集や答練をこなすというあたりまえのことを確実にして
いっていただきたいと思います。
久野 来年以降の受験生の皆さんへのアドバイスはどのようになりますか。
田畑 経営学は短答式試験がありませんから， 他科目と比べて学習が後回しになりがちだと思います。 しかし， 論文式
試験の科目の一つであるのでしっかりと学習計画を立てて， 出来るだけ早いうちから効率的に学習してほしいです。
理論問題については， 経営学のテキストで学習する用語だけでなく， 日常的に新聞などで使われる用語が出題される
こともありますので， 日頃からアンテナを張っておく必要があります。
また， ファイナンス理論は近年基本的な内容の出題が多く， 学習の成果が反映されやすい試験問題となっています。
学習の成果がでやすい問題であるからこそ， 差が付きやすくなりますので， 早くからしっかり基礎を固めておくことが重要と
なります。
久野 経営学の学習時期を自己判断で先送り調整される受講生を多く見かけるのですが， カリキュラム ・ スケジュールは
なんとか保持しておいていただきたいですよね。
田畑先生， ありがとうございました。
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泰史 講師

本 試 験 を ふりか えって 〜 出 題 傾 向・合 格 ラ イン 等 〜
久野 ８月 27 日（日）， 第３日第２限に行われた選択科目第３問 ・ 第４問－経済学です。 鏡先生， 先ほどは， 「難易度 ・
量ともに， 適切な問題だった」ということでした。
「出題範囲の要旨」との関係ではいかがでしたか。
鏡 出題範囲の要旨に沿った出題でした。
久野 出題数 ・ 量的な面ではいかがでしょう。
鏡 出題数も量も昨年の平成 28 年とほぼ同じです。
平成 26 年以前から比較すると， 平成 27 年以降の３年間は分量がかなり減っています。 ３年連続で今の分量を継続して
いるのは， 今の分量が望ましいと判断された結果であり， 来年以降も同じような分量が続くことを期待しています。
久野 よろこばしい傾向は継続すると良いですね。
内容面での全体的な印象はいかがでしょう。
鏡 内容面でいうと， 第３問のミクロ経済学は， 問題 １ が消費者， 問題２が企業， 問題３が外部性， 問題４が公共財に
関する問題でした。 また， 第４問のマクロ経済学は， 問題 １ から問題３が， 幅広い分野から少しずつ色々な知識を問う，
という問題で， 問題４が財市場の均衡条件， 問題５が労働市場と失業を扱った問題となっていました。
全体的には幅広い分野から出題される代わりに， 基本論点からの出題となる， いわゆる 「広く浅く」という感じです。
もちろん試験なので，考えなければいけない箇所はありますが，努力をした分だけの報いがある良問だったと思います。
久野 それでは各問についてコメントいただき， それに関連して大問ごとの合格者水準素点をお願いします。
鏡 個別に検討していきます。
まず， 第３問 「ミクロ」の問題１は， 「消費者」に関する問題で， 需要の価格弾力性を中心に， 需要関数の導出などの
基本論点を扱っています。 多少のミスは仕方ないですが， いずれも入門 ・ 基礎期で学習する基本的な内容です。
問題２は， 「企業」に関する問題で， 短期と長期の費用関数の導出を中心に問われました。 記述やグラフなどで多少の
減点要素が出たかも知れませんが， 入門 ・ 基礎期から学習する基本論点なので， 計算に関するところは正答が望まれ
ます。
問題３は， 「外部性」です。 減産補助は知らないと対応できなかったかもしれませんが， それ以外は得点していただきた
いところです。
問題４は，「公共財」です。論述は完璧な解答ができなかったとしても，計算に関するところは，これも基本的な内容です。
第３問の 「ミクロ」は， ほぼすべてが入門 ・ 基礎期の範囲ですが， 出題論点が幅広く記述もありましたので， 全体では
80％程度が合格ラインになると思います。
第４問の 「マクロ」に移りまして， 問題 １ から問題３は， 幅広い分野から， 少しずつ知識を問う問題になっています。
具体的には， 問題１では穴埋め形式で， 「貨幣供給とＧＤＰ」について問われました。 問題２は文章の正誤を判断する
形式で， 「ライフサイクル仮説と財政政策の影響」が訊かれました。 問題３は計算形式で 「総需要－総供給分析，
最適な資本量の決定， 乗数効果」が出題されました。
幅広い分野について的確な知識を要求されるため， 完答は難しいかも知れませんが， 個々の問題は基本的な内容
ですので， 知っているところを確実に解いてもらえればよいと思います。
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問題４は 「財市場の均衡条件」を扱った問題です。 与えられた数値を， 与えられた数式に代入していけば， 一方通行の
ように答えが導かれるような問題でしたが， かえってそれが深読みを招き， 混乱した受験生もいるかも知れません。
問題５は 「労働市場と非自発的失業」の問題です。 一部， 記述の問題があって， そこは完璧には解答できなくても
仕方ないですが， 計算の部分は基本的な内容だと思います。
第４問のマクロも， ひとつひとつの問題は基本的な内容がほとんどですが， 出題論点が幅広く， すべてをカバーする
だけの学習時間が取れていない可能性を考えると， 全体では 75％が合格のための目標になるだろうと思います。
久野 第３問 80％程度， 第４問 75％， ともにかなり高い素点が求められますね。 経済学という科目の性質上， できるものは
できちゃうという意味合いですが， まぁ， そういうものかもしれません。
経済学で受験をされた方へのメッセージはありますか。
鏡 経済学は講義の回数が多いわけですが， それを乗り越えたわけですから， ここでの学習を将来に役立てて欲しい
です。受験上は重要性が低いところでも，例えば，為替レートに関する話などは，会計士として必要不可欠な知識です。
受験対策としてはあまり学習していなくても， 発表までの間， 将来の仕事のために， そういった論点を復習してもらえたら
嬉しいです。
久野 ありがとうございました。

来 年 以 降 の 受 験 生 に アド バ イス
久野 さて， 経済学について， 近年の出題傾向をみて， 来年以降の受験に際し， どんなふうに学習を進めていけばよい
でしょう。
鏡 色々な分野から幅広く出題される傾向は， ここ数年， ずっと続いています。
そのため， 変にヤマアテに走って， 苦手な論点を作ってしまうというのが一番良くないことです。 ただ， これは言い方を
変えれば， ひとつの論点を深く掘り下げるような出題はあまりないことを意味します。 今年も， ひとつひとつの問題は
基本的なものがほとんどでした。 そのため， どんな分野が出題されても， 比較的易しめの問題はきちんと解けるように
しておくことが重要です。
久野 来年以降の受験を経済学で予定されている受験生の皆さんへのメッセージはどのようになりますか。
鏡 どの科目でもそうでしょうが， まずは 「穴」をつくらないようにするという姿勢が大切です。 受験生としては， 選択科目
にはなかなか時間を費やせない。 だからこそ， 最近の経済学の本試験は 「広く浅く問う」という傾向にあることを意識して
いただきたいと思います。 考えようによっては， 下手に各論点の応用的なところまで深入りしない程度の学習に抑えることが
できるとも言えるのです。 経済学は， 学習するべき論点がきちんと決まっている科目ですので， 地道に講義や答練で
基本論点を復習してください。 最近の本試験の傾向からすると， これで十分ボーダーに達すると思います。
ただし， 答練の復習を， 反復練習のような感覚で行わないように注意してください。 「この分野の問題はこの方程式を
たてれば解ける」というように解き方を暗記するのではなく， 「なぜ， このような方程式をたてなければならないのか」，
「なぜ， このような式変形をするのか」など， 問題を解く過程を経済学の理論に沿って， 自分の言葉で表現できるように
するということを心がけると， 応用力が身に付くはずです。
久野 鏡先生， ありがとうございました。
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本 試 験 を ふりか えって 〜 出 題 傾 向・合 格 ラ イン 等 〜
久野 ８月 27 日（日）， 第３日第２限に行われた選択科目第５問 ・ 第６問－民法です。 多賀先生， 先ほど， 「基本をしっかり
学習した人であれば十分対応できる問題」ということでした。 昨年， 一昨年と比較してどのような印象をお持ちですか。
多賀 民法は， 量的にボリュームが多いという傾向は定着した感があります。 また， 昨年と同様， 事実認定やあてはめが
困難な出題もありました。 そのため， 答案構成が難しく， 時間的に厳しいと感じられた方や結論をまとめるのに苦労した
受験生も多かったと思われます。
久野 ボリュームが多いという傾向はしんどいですね。今年の民法をざっくり概観するとどんな感じの問題だったのでしょう。
多賀 今年は， 第５問の問題 １ の問２のように無権代理 ・ 表見代理の条文知識が問われているにすぎない問題もあり
ましたし， 第５問の問題２の問 １ で問われている 「占有改定と即時取得」は， 過去問でも問われている基本論点でした。
また， 第６問の問題 １ で問われている 「不動産賃借人が賃借不動産の使用収益を侵害された場合の救済手段」は，
典型事例に近い形での出題でした。このような基本部分は確実に論じてほしいところです。他方，先ほど申し上げたように，
全体としては， 今年の問題も量的にボリュームが多く， しかも， 第５問の問題 １ の問 １ のように， 事実認定やあてはめが
困難で， 場合分けも必要となる問題もあったため， 答案をまとめるのに苦労した受験生も多かったのではないかと思います。
そのため， 問題となりうる論点をすべて拾い上げられなくても， 合格点に達しないわけではなく， 論点を一つ二つ落とした
からといって致命傷とはならないと思います。
久野 それでは， 第５問からコメントをお願いします。
多賀 第５問・ 問題１・ 問１では，Ａは， 250 万円の価値を有する甲動産の価値を見誤ったＢの錯誤を理由にＢの代理
行為の無効を主張することが考えられます （101 条 １ 項， 95 条， 99 条）。 この「代理行為の瑕疵」の判断基準の原則論
（101 条 １ 項）」は， 基本的な条文知識であり， 基礎答練第１回の第１問でも出題しているので， 確実に指摘してほしい
ところです。
ただ，Ａの無効主張が認められるためには，Ｂの錯誤が「錯誤無効」 （95 条）」の要件を充たしている必要があります。
この点，Ｂは甲動産の価値を見誤ったにすぎず， 甲動産を 100 万円で売却する効果意思は有しているため，Ｂの錯誤は
動機の錯誤です。 そこで， 動機の錯誤が 95 条の 「錯誤」に当たるかが問題となり， また， 「要素」の錯誤に当たるかも
問題となります。 これらも基本論点なので， 抜けてはいけないところです。
そうすると，Ｂの動機が表示され，Ｂに重過失がない場合には，錯誤無効 （95条）の要件を充たします。しかし，本問では，
ＡはＢに甲動産の売却という特定の法律行為を委託しているため，Ａが甲動産に 250 万円の価値があることを知っていた
場合には，Ａの指図がなくても 101 条２項を拡張適用して，Ａの主観的態様を考慮すべきではないかも問題となります。
もっとも， 画廊を営むＢが甲動産の価値を見誤ったことが重過失にあたると認定した場合， 「101 条２項の拡張適用」の
論点は出てきません。そして，本問では，Ｂに重過失があったといえるか否かの事実認定をする部分はかなり困難です。
したがって，「101条２項の拡張適用」の論点が抜けてしまったとしても，大きなマイナスとはならないと考えていいでしょう。
第５問・ 問題１・ 問２では，Ｂには甲動産を 200万円以上で売却する代理権しかなく， 甲動産を 100万円で売却する
代理権はないため，Ｂの行為は「無権代理行為」であり，Ａに効果帰属しないのが原則です （113 条１項）。 しかし，Ｂは，
甲動産を 200 万円以上で売却する基本代理権を有しており， その権限外の行為をしているため， 110 条の「表見代理」の
成否を論ずる必要があります。 解答例では， 画廊を営むＢと契約をしているＣは，Ｂの代理権の不存在について善意 ・
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無過失と考えられるとしていますが，Ｃが善意 ・ 無過失かどうかは不明として， 場合分けをして論じたとしても， 特に問題は
ないと思われます。 本問は， 無権代理行為の原則論である 113 条 １ 項の内容や 110 条の表見代理の内容という基本的な
条文知識が問われており， その論述は抜けてはまずいところです。
第５問・ 問題２・ 問１では，Ｂは，Ａから甲動産を預かっていただけであり， 甲動産の処分権限はなく，Ｄは甲動産の
所有権を取得できないのが原則です。 しかし，Ｂが甲動産の所有者でなかったことにつきＤは善意であったことから，
その点について過失もなければ， 甲動産の所有権を即時取得 （192 条）することが考えられます。 ただ，Ｄは売買契約時
には占有改定 （183 条）による引渡しを受けているにすぎません。 そこで， 「占有改定でも即時取得は成立するか」という
基本論点が問題となります。 「占有改定と即時取得」は， 過去の本試験でも出題されており， 基礎答練第 １ 回の第２問でも
出題している重要論点なので， 今年の問題の中では絶対に落としてはいけないところです。 この点について， 解答例は，
判例の立場である否定説で論じていますが， 肯定説や折衷説では違った構成になります。 それぞれの立場からの
あてはめが正確にできていれば， いずれの立場で論じても問題はないでしょう。 ただ， 本問では，Ｅが譲渡担保権の
設定を受けた後に，Ｄは現実の引渡しも受けています。 したがって， 「占有改定と即時取得」についての否定説に立っても，
現実の引渡しを受けた時点でも，Ｂが甲動産の所有者でなかったことにつきＤが善意 ・ 無過失であれば，Ｄは， 譲渡
担保権の負担のない甲動産の所有権を即時取得することができます。 そのため，Ｄは，Ｅの引渡請求を拒むことができるか
どうかという問いに対する結論も現実の引渡しを受けた時点で，Ｂが甲動産の所有者でなかったことにつきＤが善意 ・
無過失であったか否かで異なってきます。
第５問 ・ 問題２ ・ 問２では，Ｂが甲動産の所有者でなかった
ことにつき悪意のＤは甲動産の所有権を取得できず，即時
取得も成立しません。 そこで， まず，Ｄは， 所有権に基づき
Ｆに対して甲動産の返還を請求することはできないことを
指摘してほしいところです。 次に，ＤはＥに甲動産の占有を
奪われていることから， 「占有回収の訴え」 （200 条）を提起
して甲動産の返還を請求することの可否の検討が必要です。
ただ， 占有回収の訴えは， 善意の特定承継人に対して提起
す る こ と は で き ま せ ん （200 条 2 項）。 本 問 で は，Ｆは こ の
特定承継人に当たるため， 占有回収の訴えが認められると
しても，Ｄが，Ｆに対して占有回収の訴えを提起して甲動産の
返還を請求することが認められるのは，Ｆが悪意の場合に限られます。 この点について， 解答例では「占有の交互侵奪」
にも言及していますが， 細かい論点なので， この点に言及できなくても， 特に問題はないでしょう。 また， そもそも占有訴権
自体が細かい知識であるため， 本問では， 占有回収の訴え （200 条）に気付いただけで十分だと思われます。
久野 第６問ですね。
多賀 第６問・ 問題１では， 「不動産賃借人が賃借不動産の使用収益を侵害された場合の救済手段」という典型論点が
問われています。 不動産賃借人の救済手段として考えられる３つの手段， すなわち，①占有訴権による方法，②不動産
賃借権に基づく妨害排除請求による方法，③債権者代位権の転用による方法について， それぞれ検討することになり
ます。 典型論点でもあり， 特に，③債権者代位権の転用については， 事例は異なりますが， 応用答練第２回の第 １ 問でも
出題しているので， 少なくとも，③債権者代位権の転用の部分はしっかり論じてほしいところです。 もっとも， 本問では，
前提として，Ａが有していた建物所有を目的とする甲土地の賃借権をＣが承継していることを論ずる必要もあります。 この点，
応用答練第２回の第２問で出題した 「借地上の建物の譲渡は土地賃借権の譲渡を伴うか」という論点を取り上げることも
可能です。 そこで， この論述があれば， その点も評価されるでしょう。 ただ， 解答例のように，ＡＣ間の本件売買契約は
敷地賃借権付の建物の売買契約と考えられるとして， この論点に触れなくても特に大きなマイナスとはならないと考えて
いいでしょう。
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第６問・ 問題２では， 甲土地賃借権の譲渡についてＢの承諾があるため， 本件売買契約により，ＢＡ間の甲土地の賃貸
借契約はＢＣ間の賃貸借契約に移行します。 そこで， まず， 「賃貸人Ｂに対する賃貸借契約上の請求」を検討する必要が
あります。 ここでは， 修繕請求 （606 条 １ 項）， 必要費償還請求 （608 条 １ 項）， 瑕疵担保責任の追及による解除ないしは
損害賠償請求 （559条，570条）が問題となります。すべてを指摘できなくても致命傷とはならないでしょうが，少なくとも，
修繕請求 （606 条 １ 項）には言及してほしいところです。
次に， 「売主Ａに対する売買契約上の請求」を検討する必要があります。 ここでは， 敷地賃借権付の建物売買において，
敷地の物理的欠陥が売買の目的である敷地賃借権の瑕疵といえるかが問題となりますが， 判例はこれを否定して
います。 最高裁判例のある論点ですが， 細かい論点でもあり， この論述があれば， かなりのアドバンテージとなる部分と
考えていいでしょう。
久野 民法では， 第５問 ・ 第６問それぞれどれくらいの素点で合格者水準でしょう。
多賀 今年の問題は， 基本論点は出題されているものの， 事実認定やあてはめが難しい問題もありました。 そのため，
条文の基礎知識や基本論点についても， 意外な見落としや論点とはいえないような基本部分の指摘が抜けてしまった
受験生も少なからずいると思われます。 それらを考えると， 第５問， 第６問ともに， 素点レベルで４割前後の得点を確保
できれば勝負になると思われます。
久野 ありがとうございました。

来 年 以 降 の 受 験 生 に アド バ イス
久野 さて， 民法について， 例年の出題傾向から考え， どのような点に留意しながら学習を進めればよいでしょう。
多賀 民法では， 基礎力と応用力 ・ 現場思考力がともに問われるという出題傾向は定着しています。 また， 今年も過去に
出題された論点が出題されました。 この傾向は来年以降も続くでしょう。 ただ， 合否を分けるのは， 基本的な条文知識や
基本論点をしっかり書けたかどうかです。 また， 量的にボリュームが多いという傾向も定着してきていますが， これは基本
論点が数多く含まれているからです。 そのため， 多くの基本論点が出題されていれば全く書けないということはありません。
ＴＡＣのテキストでは， 本試験出題論点表とともに， 過去に出題された論点に関する問題についても掲載しており，
実際，ＴＡＣのテキストや答練にある基本論点は毎年必ず出題されています。 また， 今年成立した改正民法は来年度の
試験範囲には含まれません。 したがって， 受講生の方は， 今までどおり，ＴＡＣのテキストと答練を使って， 基本論点を
しっかり整理しておくことが重要です。 ただ， 民法は， まとめて学習しても， まとめて忘れてしまうという特徴があります。
他の科目の学習との兼ね合いもありますが， 民法は， 一度にまとめて学習するのではなく， 15 分から 20 分程度の短い
時間でいいので， 出来る限り， 定期的に答案構成などをチェックするという学習を心がけるべきでしょう。
久野 多賀先生， ありがとうございました。
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統 計 学

統計学担当

高久保 克典 講師

本 試 験 を ふりか えって 〜 出 題 傾 向・合 格 ラ イン 等 〜
久野 最後に，８月27日（日），第３日第２限に行われた選択科目第７問・第８問－統計学です。高久保先生，先ほどは，
「標準的なレベル中心の出題内容」ということでした。
「出題範囲の要旨」あるいは過去の出題と比較されていかがですか。
高久保 統計学では， 例年， 「出題範囲の要旨」からの出題となっています。 ８割程度の問題は， 過去に出題されたことが
ある論点と同じような内容を含んでいます。
久野 出題量としてはどうだったんでしょう。
高久保 出題数は， 例年通り， 今年も第７問と第８問の各大問の中に， 問題 １ から問題３までの小問３題が出題されて
います。 ただし， 配点によっては， 基本問題でのケアレスミスが致命傷になってしまう可能性があります。
久野 昨年も話したことですし， どの科目でもなんですが， 「基本問題でのケアレスミス」というのは怖いですよね。
高久保 最近の 「統計学」の特徴として， 統計理論に関する問題だけでなく， 実際のデータを分析する能力を問うことを
意識した問題が出題されている点が挙げられます。 このような問題では， 手書きでのグラフの作図に不慣れであったり，
解答に必要な計算量が多めであったりすることから， 焦ったり， ケアレスミスをしてしまった受験生もいたのではないかと
思われます。 試験問題全体をみれば， 基本的 ・ 標準的な内容の問題が多くを占めていますので， 基本的な問題から
きちんと得点できたかどうかが合否を分けると考えられます。ＴＡＣの講義や答練を通して基本をきちんと理解している
受験生であれば， 今年の統計学では素点でみて６〜７割程度の得点が可能であり， それが標準的な合格ラインとなる
のではないかと思います。
久野 統計学の合格者水準の素点は６～７割程度になるとみられるんですね。
統計学の出題形式は， ほぼ固まっているわけですが， その点と個別の問題についてコメントをお願いします。
高久保 「統計学」では， 毎年， ２題の大問それぞれに， 問題 １ から問題３までの小問３題があり， 全体的には小問が６題
出題されています。 また， 小問ごとにテーマが設定され， いろいろな分野から出題されています。 今年の各小問の
テーマを １ つ １ つ概観すると， 次のようになります。
まず， 第７問・ 問題１は「記述統計」に関する問題です。 度数分布表をもちいた平均値 ・ 中央値 ・ 四分位範囲の計算，
ヒストグラムの作成， 分布の変化の読み取りに関する出題です。 標準レベルの内容ですが， 分布の変化に関する記述
問題に対しては， 何を答えるべきかに， ちょっとだけ戸惑ったかもしれません。 このため，ＴＡＣ生には素点でみて６～７割
程度の得点を期待したいと思います。
第７問・ 問題２は「確率」の問題です。 確率の乗法定理とベイズの定理の理解， 同時確率や条件付き確率の計算に
関する出題です。ＴＡＣでは， このような問題を答練で繰り返し出題していますので， 素点でみて７～８割程度の得点を
期待します。
第７問・ 問題３も「記述統計」に関する問題です。ＧＤＰの指数化，ＧＤＰの変化率，ＧＤＰの構成項目の寄与度といった
経済指標の計算が中心となっています。ＧＤＰ（国内総生産）に関するマクロ経済学的な知識を持っている受験者の方が
馴染みやすい問題と思われますが， まったくＧＤＰに関する知識がなくても， 問題文の指示を的確に読み取れば， 十分に
高い得点が可能な問題です。 この問題は，ＴＡＣの答練ではカバーしていませんでしたが， むしろ， 統計学の入門である
資料解釈的な内容ですので， 素点でみて７割程度の得点を期待します。
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第８問・ 問題１は「標本抽出」に関する問題です。 本試験ではじめての出題でもあり， とくに問２には， 有限母集団を
もとにした推測に関する難易度の高い問題が含まれていますので， 素点でみて６割程度の得点を期待します。
第８問・ 問題２は「推定と検定」に関する問題です。 比率の区間推定の計算とともに， 比率の検定， および， 独立性の
検定に関する記述問題も含まれていますが，ＴＡＣの答練でも類問を出題していますので， 素点でみて６～７割程度の
得点を期待したいところです。
第８問・ 問題３は「単回帰分析」に関する問題です。 問 １ では， 問題文に与えられている散布図行列や推定結果を正確
に読み取ることが求められています。 さらに， 問４では， 誤差項の系列相関の有無を判断する記述問題が出題され
ています。 これらの内容が， 過去の 「回帰分析」の出題内容にはない， 今年の問題の特徴となっています。 しかし， 全体
的には基本的な出題内容ですので， 素点でみて６～７割程度の得点を期待したいと思います。
久野 ありがとうございました。

来 年 以 降 の 受 験 生 に アド バ イス
久野 さて， 統計学について， ここ数年の傾向を見られて， 来年以降の出題傾向はどのように考えられますか。
高久保 「統計学」でのここ数年の傾向として， 「基本的な確率計算」， 「代表的な確率分布の特性」， 「回帰モデルの
推定」といった分野からの出題がよく見られます。 これらは， 「統計理論」の基礎となる重要な分野ですので， 今後も
これらの分野からの出題が繰り返されることが考えられます。 このため， これらの基本分野をまず克服すれば， それだけ
でも， かなり合格レベルに近づくことができるといえます。 さらに，ＴＡＣでは入門講義で取り扱っている 「記述統計」の
分野の出題割合も， 最近高まっていますので， この分野についても， 今後とも十分に対策しておく必要があります。
じつは， 統計学的見方 ・ 考え方を理解するために必要となる中心的な知識 （＝「コアとなる考え方」）は， とても限られて
いるのです。 「統計学」は， むしろ少ない知識をいかに 「問題」に適用するか， その応用力 ・ 分析力が問われる科目なの
です。 そしてこの点は， 最近の本試験問題における 「統計学的考え方」や 「分析プロセス」の理解を重視する出題内容
にも顕著に現れていると言えます。 高度な数学テクニックを追求するのではなく， このような 「統計学的考え方」や 「分析
プロセス」について丁寧に理解できているかどうかを問う問題が， 今後の本試験でも出題内容の中心になると思います。
久野 来年受験される方へのメッセージをお願いします。
高久保 「コアとなる見方 ・ 考え方」がとても限られている統計学は， 選択科目のなかで 「暗記量」は一番少なくてすむ
科目といえると思います。 また， 「統計学」というと， 出題される数学レベルに不安を感じる受験者も多いと思いますが，
これまでの本試験を見てみると， そこで要求されている数学レベルは， せいぜい高校文系の数学までの範囲内に限られて
おり， ほとんどの場合， 中学レベルの数学で十分に対応できる問題となっています。
先ほども触れましたが， 最近の統計学の本試験問題では， 知識の量や数学テクニックよりもむしろ， 「統計学的考え方」
や 「分析プロセス」の基礎的な理解を重視する傾向にあります。 そして， このような出題傾向に対する対策は， 今から
始めても答練などを通じて十分にトレーニングすることが可能です。 このため， 「選択科目」選びに悩んでいる方， とくに
中学レベルの数式だったらそれほど恐怖心を覚えないという方は， 「統計学」を食わず嫌いのままにせずに， ぜひ挑戦して
もらいたいと思います。
さらに， これまで 「統計学」を学習してきているが科目合格に届いていない方は， まずは 「記述統計」， 「基本的な確率
計算」， 「代表的な確率分布の特性」を中心とした基礎分野の習熟に努めることをおすすめします。 このためには， 答練
などを利用して基礎問題を何度も丁寧に見直しておくとよいでしょう。 これらの分野の十分な理解は， 「標本理論」，
「推定と検定」， 「回帰分析」などの分野の理解にも大いに役立つことになりますし， 本試験においても得点源として重要と
なります。
久野 高久保先生， ありがとうございました。

CERTIFIED
PUBLIC
ACCOUNTANT

平 成 29 年 公 認 会
計士
論文
式試
験 特
別座
談会
会計
士論
文式
試験
特別
座談
会

本 試 験 をふりかえる
司会

久野 元靖 講師

最後に
久野 各科目についていろいろとお話をうかがってきました。
受験生の皆さん， 論文式試験が終わりました。 次は就職活動です。 今年も， 例年のように， 一部の地域を除いて監査
法人の採用面接のピークが合格発表後になるとのことですが， この解答速報座談会が皆さんの目にふれる頃には，一部の
地域ないし大手監査法人以外の監査法人 ・ 税理士法人 ・ コンサルティング会社等の説明会は始まっていることでしょう。
受験生の皆さんは， 就職希望の地域ごとに， 監査法人の説明会予約日時等きちんと情報収集をして， 積極的に就職
活動を行ってください。 試験終了後から行われ， すでに盛況のうちにほぼ終了していると思いますが，ＴＡＣでは毎年
各地で 「公認会計士受験生のための就職説明会」を開催しています。
情報収集のためには， 試験終了後から９月上旬に各地で行われ， また，ＷＥＢ等でも視聴可能な 「監査法人就職対策
講義」をご覧になって就職活動のイメージを作ってください。 面接を経験したことがない方は， すでに予約が終了している
かもしれませんが， 札幌 ・ 仙台 ・ 東京 ・ 名古屋 ・ 大阪 ・ 広島 ・ 福岡で行われる 「監査法人面接対策」で自身をチェックして
もらうのも一つの方法です。 これは名古屋は終了してますかね。 就職活動に関する不安が生じたら東京 ・ 名古屋で行う
「監査法人就職活動相談会」で相談するのも良いでしょう。 東京だけになってしまいますが 「就職スタートアップ研修」も用意
されています。 スケジュールが合わなければ 「ＴＡＣ就職サポート」に電話相談をするのも一つの方法です。ＷＥＢサイト
「＠Ｃ.Ｐ.Ａ.」では予約が一杯になっていたら申し訳ないですが， 「監査法人面接対策」 「監査法人就職活動相談会」の
予約も行えますし， 「監査法人など説明会情報まとめ」も随時更新され， 「監査法人リンク集」から各監査法人ＨＰに
リンクされています。
ＴＡＣの公表する解答例は， 厳密には， 一つの解答例です。 他に合格レベルとなる答案のパターンも多くあるでしょう。
論文式試験は大問ごとに相対的評価をされる試験です。 計算で基本的な誤りをせず， 理論で問われていることに 「素直に
丁寧に」答えたならばきっと大丈夫です。 合格をされた方の中には， 後日， 「実は， あそこ…白紙」なんてことを告白される
方もいらっしゃいます。 多くの受験生が書けていなかった部分なんでしょうね。 合格の可能性の高い低いはあるとは思い
ますけれど， 前を向いて就職活動に力をいれてください。
「今年はダメ！」なんて判断をされる方もいらっしゃるでしょうね。 そんな場合には， 早急に， 学習再開の体制を作って
ください。 最低限の就職関連情報の収集と対策をしておけば， 合格発表後の採用活動の流れに乗っかれます。 就職
関連の対応ができたならば， 学習面で基本的理解， 基本的計算力の再確認をしてください。 特に財務会計論 ・ 管理
会計論 ・ 租税法 ・ 選択科目の 「計算力」に危機感を感じている場合には早急に対応をすることが必要です。 「計算力」で
合格に必要な基礎点数をコンスタントに確保できる方が早く合格されていくイメージを持っています。
「個別成績相談 ・ 学習方法相談」をしていると様々な 「それはマズイでしょ」的な学習方法を頻繁に耳にしてしまいます。
最善の学習方法は各人によって異なるわけですが， 最低限， なぜこのような学習方法を採用しているのかという目的
意識を持ってくださいね。 目的を明確にするために， ご自身の学習方法を振り返ることも大切ではないでしょうか。 計算
問題って同じ問題でもいいから何度でも解くのはなぜですか。 同じ問題を 20 回やればそれだけで合格できるんですか。
ただ闇雲に教材に向き合っていませんでしたか。 理論解答例を丸暗記することが受験勉強ですか。 合格できる論文答案を
作成するという最終目的に合致した学習をしていましたか。 問いに的確に答えていましたか。 問題をよく読まないで答案を
作るなんてわけのわからないことをしていませんでしたか。 ミスという言葉で自分をごまかしていませんでしたか。 ミスの
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最後に

原因をちゃんと考えていましたか。 スケジュールを立てていましたか。 学習が進んでいないという理由で答練を先送りに
していませんでしたか。 ご自身の学習進度を把握していましたか。 自身の相対的位置を把握していましたか。 学習範囲を
独断で削ってませんでしたか。 そもそも， 科目ではなく， 大問ごとに評価されている試験であることは知っていますよね。
そういう試験であるならば， やっちゃいけないことはわかりますよね。 大問丸々やってませんでした、 となると強烈な得点
比率をいただいてしまいます。 一部の科目では， 現実問題として制限時間内に解けず， 問題の取捨選択は必要だと
思います。 しかし， 受講生の皆さんとお話をしていて， 時々， 気になることがあるんですね。 制限時間内に解けなくても
問題の取捨選択でカバーすれば良い， という考え方。 最後の最後はそうだと思うのですが， なぜ時間内に解けないのか
考えたことはありますか。 問題の量が多いのですか， あなたが考える時間が長いのですか。 考える時間が長いのは自分
自身の足りない部分として改善すべきですよね。 問題の量が多いとして， 問題を取捨選択する基準はなんですか。 解け
そう， 解けそうにない。 得意， 不得意。 不得意で解けそうにないと思った問題が基本的な問題だったりはしないですよね。
再度， 基本を確認してください。 基本的理解が求められる問題で絶対にヘマはしないぐらいの意気込みで。 合格発表日
まではそれだけでもいいんじゃないですかね。
あとね， 「効率的に合格したい」って言葉を耳にすることがあるんですよね。 私見ですが 「ない」と思います。 「効果的な
学習」はあっても 「効率的な合格」はないんじゃないかと。 ここまでに多くの科目で指摘されていますが 「基本」を大切に
してください。 「基本」が確立されたら次のステップに進んでください。 でも 「基本」はいつまでも確立された状態を維持
してください。
さてと， 毎年のことですが， ちょっとＣＭタイム。
ＴＡＣ公認会計士講座では，「講義・答案練習・アクセス答練」自体はもちろんのこと「質問・相談コーナー」等のフォロー
制度によって， 皆さんの合格に向けてさらに学習しやすい環境を整えています。 ただ， コース選択については冷静に
ご自身を分析してください。講義については 「論文専攻上級」 「上級論文答練パック」 「上級ストレート」 「上級Ｗチャンス」
等の受講スタイルがあります。 ご自身のインプットが十分になされているとは言えない状況でインプットの時間を短くする
ことは危険ではないでしょうか。 同じ内容の講義を受講しても自身の理解度が異なる場合には得るものも異なることは
ご存知だと思います。 慎重にコース選択をしてくださいね。 財務会計論 ・ 管理会計論 ・ 租税法の計算の基礎力を強化
したい場合には「Re-viewセットコース」を選択することもできます。迷ったら，「上級期学習法セミナー」の説明を聞いたり，
先生達に 「質問 ・ 相談コーナー」で， また私が担当する 「個別成績相談 ・ 学習方法相談」で相談したりしてください。 きっと
良い選択 ・ 自分にあった学習方法が見つかると思いますよ。 「奨学生選抜試験」を受験すれば大幅割引が獲得できる
こともあるでしょう。 合格していれば 「受講料全額返金制度 （論文式全科目合格）」 「受講料一部返金制度 （論文式科目
合格）」がありますので， 早めに学習再開をされておくと安心です。 「早割キャンペーン」もあるし。
ここまでですかね，ＣＭは。
来年以降の受験を考えられている受験生の皆さん。 解答速報 ・ 座談会の内容を有効に利用してください。 座談会では，
先生方から皆さんへのメッセージが各科目の部分で話されています。 参考にしてください。
本年の論文式試験を受験された皆さん。 お疲れさまでした。 おそらくは， 合格得点比率 52％で 1,100 人前後の方が
合格されていくでしょう。 精一杯の努力をされた皆さんが合格され， 新しい環境の中で力を発揮されることを願います。
そして， 合格されたなら， 是非， 皆さんの晴れやかな笑顔を合格祝賀会で拝見させてください。
最後に， お集まりいただきました先生方， ありがとうございました。
皆さん， がんばっていきましょう。

