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１ 試験開始の合図があるまで, この問題冊子の中を見てはいけません｡

２ 試験中に問題冊子の印刷不鮮明, ページの落丁・乱丁および解答用紙の

汚れ等に気づいた場合は, 手を挙げて監督者に申し出てください｡

３ 解答は, 別に配布する解答用紙に万年筆またはボールペン (黒又はブルー

ブラック) で記述してください｡

４ 解答用紙上部の受験番号欄に受験番号を, また氏名欄に氏名 (漢字およ

びカタカナ) を記入してください｡

５ 試験終了後, 問題冊子は持ち帰ってください｡
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第１問 (憲法)

酒税法は､ 酒類に酒税を課し (第１条)､ 酒類製造者を納税義務者とし (第６条)､ 酒

類の製造および酒類の販売業について免許制を採用している (第７､ ９条)｡ これは､

酒類に､ いわゆる間接消費税である酒税を課し､ その賦課徴収については､ いわゆる庫

出税方式により酒類製造者に納税義務を課し､ 酒類販売業者による代金の回収を通じて

酒税を消費者に転嫁するという仕組みによることとし､ それに伴い､ 酒類の製造および

販売業について､ 免許制を採用したものである｡ この酒類販売業の免許制 (以下､ ｢酒

販免許制｣ という｡) は､ 昭和13年の酒税法の改正により採用されたものであるが､ そ

の改正の背景には､ 当時､ 酒税の国税全体に占める割合が高く､ また酒類の販売代金に

占める割合も高率であったという状況､ さらに酒販免許制導入以前において､ 酒類販売

業者の乱立から経営悪化､ 倒産の事態が生じて酒類販売業者の貸し倒れが多発し､ 酒税

の滞納が多額にのぼったという状況があった｡ 戦後の社会状況と直接税中心の租税法体

系の変遷に伴い､ 酒税の国税全体に占める割合は相対的に低下しているが､ 現在におい

ても､ 酒税収入が国の重要な財源となっていることは確かである｡

Ｘ (原告) は､ Ｙ (被告) 税務署長に対して､ 酒税法９条１項に基づき､ 酒類販売業

免許の申請をしたところ､ Ｙは､ 本件申請は､ 同法10条11号に定める免許拒否事由に該

当するとして､ 酒類販売業免許の拒否処分 (以下､ ｢本件処分｣ という｡) を行った｡ こ

の拒否事由は､ 本件申請に係る酒類販売場の地域における既存の酒類販売業者の酒類販

売数量が､ ここ数年､ 前年度比約２～５％の割合で減少し続けており､ 今後､ この地域

における酒類の需要の大幅な拡大は望み得ない状況にあるため､ このような状況の下で

本件申請に対して新たに免許を付与した場合には､ 同地域の酒類の需給の均衡を維持す

ることは極めて困難となり､ 供給過剰による過当競争を生じて販売業者の経営悪化に拍

車をかけるとともに､ 酒税を含む酒類代金の回収が円滑に行われなくなるおそれがある

ということであった｡

しかしＸは､ 本件処分を不服として､ その取消しを求める訴訟を提起した｡

(設問)� Ｘの訴訟代理人として､ 本件処分における憲法上の問題点を指摘して､ 本件処分の

無効を主張しなさい｡� Ｘの主張に対して､ Ｙはどのように反論することが考えられるか､ 述べなさい｡
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(参考条文)

酒税法 (抜粋､ 一部省略)

第１条 (課税物件) 酒類には､ この法律により､ 酒税を課する｡

第６条 (納税義務者) ①酒類の製造者は､ その製造場から移出した酒類につき､ 酒税

を納める義務がある｡

第７条 (酒類の製造免許) ①酒類を製造しようとする者は､ 政令で定める手続により､

(略) 所轄税務署長の免許 (以下 ｢製造免許｣ という｡) を受けなければならない｡

第９条 (酒類の販売業免許) ①酒類の販売業 (略) をしようとする者は､ 政令で定め

る手続により､ (略) 所轄税務署長の免許 (以下 ｢販売業免許｣ という｡) を受け

なければならない｡

第10条 (製造免許等の要件) (略) 酒類の製造免許､ (略)､ 酒類の販売業免許の申請が

あった場合において､ 次の各号のいずれかに該当するときは､ 税務署長は､ 酒類

の製造免許､ (略)､ 酒類の販売業免許を与えないことができる｡

１～10 (略)

11 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒

類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
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第２問 (刑法)

以下の事例に基づき､ Ｘの罪責について､ 具体的な事実を摘示しつつ論じなさい (特

別法違反の点を除く)｡� Ｘ (女性､ 当時25歳､ 身長160センチメートル､ 体重54キログラム｡) は､ 平成22年

８月ころから､ Ｖ (男性､ 当時28歳､ 身長165センチメートル､ 体重60キログラム｡)

とともにＦ市内の賃貸マンション ｢ハイツＧ903号室 (９階)｣ に二人で暮らしていた｡

ＸとＶとは同居し始めた当初は何ら喧嘩することなく生活していたが､ Ｖは､ 次第に

Ｘに対して威圧的な態度を取るようになり､ 平成23年２月ころには､ マンションの家

賃を含め生活費を全額Ｘに負担するよう要求するなどし､ また､ 指示に従わないとき

にはしばしばＸに対して殴る蹴るなどの暴行を加えていた｡� Ｘは､ 同年３月７日午後11時ころ､ 就寝していると､ Ｖが酒に酔って帰宅し､ ドア

を開けるや ｢早く､ 水を持ってこい｡｣ などと怒鳴ったが､ そのうちおとなしくなる

だろうと考え､ 無視していた｡ そうすると､ Ｖは､ 寝室に入ってきて､ ｢寝たふりし

ているんじゃねぇ｡｣ などと大声で叫び､ 布団の中にいるＸの身体を足で蹴るなどし

た｡ Ｘは､ ともかくもこの場から逃げようと思い､ 布団から出て居間に向かった｡ そ

れを見て､ Ｖは､ Ｘの後を追いかけた｡� ＸとＶとは､ 居間において､ 激しい口論となり､ 同日午後11時10分ころ､ かっとなっ

たＶは､ 右手拳でＸの左顔面を殴打した｡ Ｖは､ さらに続けて左手拳でＸを殴打しよ

うとしたが､ Ｘがそれを避けようとして身をかわしたところ､ 酒に酔っていたことも

あり､ 体勢を崩し床にうつぶせに倒れた｡ Ｘは､ Ｖの暴行がこれまでとは異なり､ か

なり激しいものであったことから､ 身の危険を感じ､ 包丁で脅して静かにさせようと

思い､ 台所から刃体の長さが約16�6センチメートルの鋭利な文化包丁を持ち出し､ 居
間に戻った｡� Ｖは､ 居間に戻ってきたＸが包丁を持っているのを見て､ 立ち上がり､ ｢てめぇ｡

何をする気だ｡ 生意気なこと考えるじゃねぇ｡｣ と怒鳴り､ 右足でＸの左腹部を回し

蹴りにした｡ そのため､ Ｘは右肩から床に倒れ､ Ｖも仰向けに倒れた｡ Ｖは､ その際

に頭部を椅子にぶつけたため､ 意識が混濁しふらふらする状態となったが､ なおも､

｢てめぇ｡ ぶっ殺してやる｣ と叫びながら､ 上半身を起こし､ 両手を後ろについてま

さに立ち上がろうとした｡ Ｘは､ それを見て､ ｢これまでさんざん金をだすなど面倒

を見てきたのに､ なんでこんな仕打ちをうけないといけないのか｡｣ と逆上し､ こん

なやつは死んで当然だと思い､ 立ち上がると同時にＶに飛びかかり､ 同人を仰向けに

倒して馬乗りになり､ 同人の胸部付近めがけて包丁を振り下ろし､ 必死に抵抗する同

人の胸部等を数回突き刺した｡ Ｘは､ Ｖがぐったりとなったことからこの状態であれ

ば､ これまでのことを反省するだろうと考え､ ｢あんた｡ 今まで好き放題したこと謝

れ｡｣ と詰問したところ､ 同人が謝ったので､ 気持ちが晴れ､ このまま放っておいて
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も暫くすれば死ぬだろうと思い､ 包丁を向けるのをやめ､ 包丁を台所に置きに行った｡� 同日午後11時20分ころ､ Ｖは､ Ｘが台所に行ったことから､ 居間の窓からベランダ

に逃げ出し､ 両足をベランダの手すりに乗せ､ 背中をベランダの外側に向けて膝を曲

げた状態で､ 手すり伝いに隣家に逃げ込もうとした｡

Ｘは､ 目を離した隙に意外にもＶがベランダに出て逃げだそうとしていることに気

づき､ Ｖを居間に連れ戻し､ 今度はコード類を用いて絞殺しようと考え､ Ｖに気づか

れないように近づいて掴みかかった｡ Ｖは､ Ｘの気配に気づきあわててこれを避けよ

うとしたためバランスを崩し､ ベランダから転落し､ 約24�1メートル下の道路に落下
した｡ Ｘは､ 意外な経過に呆然としてベランダから路上を見ていた｡� 同日午後11時25分ころ､ たまたま通りかかったＡが道に倒れ血を流しているＶを発

見し､ 119番通報して救急車を呼んだ｡ 同日午後11時45分ころ､ Ｖは病院に搬送され

たが､ 背部並びに胸部打撲による外傷性ショックにより間もなく死亡した｡� なお､ ＶがＸから刺された際の傷は､ 胸や腹部に５カ所､ 両手､ 両腕に無数認めら

れたが､ いずれも傷の程度は浅く､ 軽傷であり､ 深部に達しているものはなかった｡

Ｘは､ Ｖからの暴行により､ 顔面や腹部に全治２週間の傷害を負っていた｡
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第３問 (刑事訴訟法)

以下の事項について説明しなさい｡

ア 当事者主義と実体的真実主義のそれぞれの意義及び両者の関係

イ おとり捜査の意義及び適法性

ウ 被疑者を逮捕する場合､ 逮捕の現場における捜索・差押えについて､ 令状を要し

ないとされている (刑事訴訟法220条１項２号､ ３項) ことの理由 (趣旨)

エ 刑事訴訟法317条 ｢事実の認定は､ 証拠による｡｣ の意義

オ ｢証拠能力があるといえるためには､ 『証拠の関連性』 が必要である｡｣ と言われ

るが､ その場合の 『証拠の関連性』 の意義
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