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令和２年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験
営業・マーケティング分野

３級
試

験

営業
問

題
（１３ページ）

１．試験時間

１１０分

２．注意事項
(１) 試験問題は、係員の指示があるまで開かないでください。
(２) 試験問題は、40題あります。
(３) 試験問題の配点及び合格基準は、次のとおりです。
（配
点）問題１～問題40
各2.5点
合計100点
（合格基準）試験全体として概ね60％以上の正答。
(４) 関係法令、会計基準、ＪＩＳ等の各種規格等に基づく出題については、問題文中に
断りがある場合を除き、令和２年11月１日時点で施行されている内容に基づくもの
とします。
(５) マークシート（解答用紙）には、①試験区分名、②氏名、③座席番号、④受験番号、
⑤生年月日を正確に記入してください。
なお、受験番号の最後の桁は、アルファベットですので、数字と間違えないように
注意してください。
(６) マークシートにマークする際には、ＨＢ又はＢの黒鉛筆又はシャープペンシルのい
ずれかで、はっきりとマークしてください。それ以外は使用しないでください。
なお、訂正する場合は、採点の際にマークシートの誤読 の原因となることがあり
ますので、きれいに消してください。
(７) マークシートには、所定の事項以外は絶対に書き込まないでください。
なお、計算等が必要な場合は、問題用紙の余白又は裏面を使用してください。
(８) マークシートにはア～エまでマークする欄があります。問題番号及び問題文に従っ
て正解と思われるものを１つだけ選んで間違えないようにマークしてください。
(９) 試験問題の内容に関する質問には、一切お答えできません。
(10) 試験中にトイレへ行きたくなった場合は、黙って手を挙げて係員の指示に従ってく
ださい。
(11) 試験終了時刻前に解答が済み、退出する場合は、黙って手を挙げて係員の指示に
従ってください。ただし、試験開始後30分間及び終了前10分間は、退出できません。
なお、退出する場合は、周りの受験者に配慮して、静かに退出してください。
(12) 試験終了の合図があったら速やかに筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。
(13) 試験終了後、マークシートを必ず提出してください。ただし、試験問題は、持ち帰
ることができます。
なお、マークシートが提出されていない場合は、失格となります。
(14) 試験問題の転載、複製などを固く禁じます。
３．その他
この試験については、電子式卓上計算機（電池式又はソーラー式で、四則計算、√、％、
メモリ（MR、M±）等の標準的な機能を有するもの）を使用することができます。ただし、
関数電卓、文字の記憶機能を有する機種は使用できませんので注意してください。
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問題文中、次の法令名は略称で記載されています。
・特定商取引に関する法律

→

特定商取引法

・個人情報の保護に関する法律 → 個人情報保護法
・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
・不当景品類及び不当表示防止法 → 景表法

問題１

営業の仕事に関する記述として最も 不適切なものは、 次のうちどれか。

ア．顧客からの相談があったらすぐ対応して、問題解決の提案をする「攻めの営業」が
今日ますます求められている。
イ．商品・サービスについて理路整然と説明できるだけでなく、営業パーソン自身 も好
感を持たれないと商談成立は難しい。
ウ．顧客の課題を解決するために、ベテラン営業パーソン単独で進めることは今日ます
ます難しくなっている。
エ．ルートセールスでも、顧客に新たな提案を継続し、良好な人的関係を保つ必要が求
められる。

問題２

顧客に対する基本的な営業の進め方に 関する記述として最も不適切なものは、 次
のうちどれか。

ア．顧客に対する提案 では、顧客の市場地位、競争状況など環境を綿密に分析すること
により課題を発見し、課題解決策として提案書にまとめることが最も重要である。
イ．見込客探索とは、自社の製品・サービスが顧客に役立ち貢献できる見込みのある
ターゲットとして見つけ出すことである。
ウ．顧客とはパートナー関係まで進化させ、顧客が自社のことを宣伝して、次々に紹介
してくれるレベルが最良の姿である。
エ．自社製品が競合製品よりも劣る点が多い場合には、 社内製造部門などに対してベン
チマーキングの手法などで優位性の創出を提案していく。

問題３

営業活動にとって必要な知識と心構え に関する記述として最も適切なものは、 次
のうちどれか。

ア．営業活動にとって情報量は最も重要なので、どんな情報でも幅 広く収集に努めるこ
とが必要である。
イ．引き出しの多さが営業力の高さを決めると言われるのは、多分野の知識を豊富に
持っていれば商談成功率が高いということである。
ウ．内向的、口下手といった個人的資質は、基本的に対人的な営業活動には不向きなの
で、人事配置上、最重要視されるべきである。
エ．会社から与えられた目標にコミットして仕事に取り組んでいけば、会社にとっても
自分にとっても最適な結果に近づくことができる。
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問題４

営業パーソンに求められる知識と能力に関する記述として最も適切なものは、次
のうちどれか。

ア．営業パーソンが、営業成果を出すために最も重要なものは経験であり、理論を学ぶ
時間があれば、１軒でも多く顧客訪問を行うのがよい。
イ．営業パーソンに求められる知識は、非常に幅広く、 一度に全てを習得することは不
可能なので、 ひとまず特定分野のスペシャリスト になることから始めると良い。
ウ．対人能力、販売技術、商品知識などをしっかり身に付けておけば、仕事へのコミッ
トメントに関わらず、成果を上げることができる。
エ．営業パーソンは、社員とはいえ、個人企業の経営者と同様に、計画や行動の多くを
自分の判断で行える立場であることか ら、厳しい自己管理が求められる。

問題５

下表は、営業パーソンが担当する販売エリアの顧客特性を表したものである。そ
れぞれのエリアごとに考えられる戦術の組合せとして最も適切なものは、次のう
ちどれか。
エリア

見込客数

自社の優良顧客数

Ａ地域

多い

多い

Ｂ地域

少ない

多い

Ｃ地域

多い

少ない

Ｄ地域

少ない

少ない

①
②

競合の弱点を突く差別化による競争を行い、得意商品・サービスへ集中する。
無理な戦いをせずに場合によっては撤退するか、コストをかけずに取りこぼし
を狙う。
③ 重点顧客を優遇し、新商品の投入による商品ラインの拡大策を図る。
④ 重点顧客の訪問回数を確保し、重点商品の維持をしつつも顧客ニーズを掘り起
こす。
ア．Ａ地域：③
イ．Ａ地域：④
ウ．Ａ地域：③
エ．Ａ地域： ④

Ｂ地域：④
Ｂ地域：③
Ｂ地域：①
Ｂ地域：①

Ｃ地域：①
Ｃ地域：①
Ｃ地域：②
Ｃ地域： ②
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問題６

販売目標設定に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．担当顧客数が少ないために売上 げが標準より低い場合は 、既存重点顧客に時間をか
けて１訪問当たりの販売額を増やす目標を設定する。
イ．商品の販売目標は、顧客別にどのような品ぞろえで特徴をアピールして販売してい
くかを決めると同時に、単価が違うものを組 み合わせることで売上げ・利益の最大化
を検討することである。
ウ．部門の販売目標額は、必要経費を積み上げ て算出した必要売上高や、過去の顧客別
販売実績等から見込まれる予測売上高、市場シェアから算出した目標売上高から検討
し、設定されるものである。
エ．営業パーソンに割り当てられた販売目標額は、会社の規定等で定められた方法に
沿って決められ、社員として最低限達成しなければならない目標である。

問題７

訪問活動の準備 に関する記述として 最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．初めての顧客を訪問する日は、最も自分らしい服装で気合を入れて訪問する。
イ．初回訪問時までに、取引決裁者は誰かを把握しておくことが必要である。
ウ．有効な提案テーマを把握するには、「今お困りのことはどんなことですか 。」と事前
に質問する。
エ．何かと反論する顧客を訪問するときは、いくつかの切り返しトークを用意して おく。

問題８

訪問準備に関する記述として最 も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．訪問順序は、まずはＡランク顧客からスタートし、その後の順序は、方面やブ
ロック別に顧客や見込客のリストを 基に設定する。
イ．アプローチブックは、商品又はサービスのプロモーションに効果的な事例や資料
を、上司や先輩の意見を取り入れながら作成する。
ウ． 訪問 の際 に心 掛け る こと は、「 有効 訪 問率 ＝ 有効 訪問 件数÷総訪 問件 数＝ １ 」 を目
指して努力することである。
エ．初回訪問の顧客には、名刺、会社案内、紹介状、カタログ、納入実績、会社のノ
ベルティ等を用意しておく。

R2後-031B01-3

禁転載複製

問題９

契約に関する記述として最も 不適切なものは、次のうちどれか。

ア．契 約に は、「 契約 締 結の自 由 」、「契 約解 除の 自由 」、「契 約方 式の 自由 」、「契 約内 容
決定の自由」の４つの契約自由の原則があり、当事者間の意思により約束の内容を
決めることができる。
イ．当事者の一方から申込みの意思表示があり、これに対し受諾の意思表示が行われた
場合に契約は成立するため、口頭の約束だけでも契約は成立する。
ウ．毎月継続するような取引の場合は 、基本契約書を締結し、通常の取引は注文書と注
文請書や納品書、請求書等で行い、個別契約書は作成しない。
エ．基本契約書を締結する際は、自社のひな形を原則として提示しながらも、顧客の希
望条件を織り込み、内容の調整を行って決定する。

問題10

契約時の印鑑に関する記述として最も適切なものは、 次のうちどれか。

ア．契約当事者が署名をする場合には、必ず押印しなければならない。
イ．訂正印は、割り印ともいう。契約書に誤字脱字がある場合、訂正箇所に２本線を引
き訂正する。
ウ．捨印は、後日契約書の字句を訂正するために、あらかじめ欄外に押印しておくもの
である。
エ．代表者登録印の 印鑑証明書は、会社の所在地の区市町村役 場に申請し、交付される。

問題11

契約に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．営業パーソンは、契約書のミスなどにより、顧客に実害を与えた場合には、全責任
を負わなければならないことから、契約時には細心の注意が必要である。
イ．営業パーソンは、消費者契約法（例えば、訪問販売でのクーリングオフ期間が８日
間であること）などの消費者保護規定も学んでおく必要がある。
ウ．特定商取引法とは、訪問販売、通信販売、電子契約などを対象に 、事業者間の取引
上のルールを定めているものである。
エ．毎月の継続的な 取引において、品名、数量、価格が異なる取引の場合には、 必ず売
買契約書を締結しなければならない。

問題12

顧客管理に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．顧客情報は、デジタルデータで蓄積し、いつでもどのような形でも検索、集計、分
析して活用できるようにしておく。
イ．顧客との取引が活発化し、売上 げや売掛金が増えてきた場合は、 それに対応するた
め速やかに与信限度額を引き上げる必要がある。
ウ．営業活動履歴データは、商談の進捗管理に活用できるほか、顧客満足度向上に結び
付けることができる。
エ．購買履歴データには、いつ何を購入したかの情報のほか、どのようなクレームが
あったか、いつ修理しているか等の情報を加え、リプレース提案につなげていく。
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問題13

以下 に示 す商 品 のセ ール スポ イン トに お いて、「商 品の 効用 」 と して 適切 なもの
は、次のうちどれか。

ア．「メンテナンスが容易である」
イ．「革新的な技術を使用している」
ウ．「品質保証期間が長い」
エ．「健康増進が図れる」

問題14

価格設定に関する記述として最も 不適切なものは、次のうち どれか。

ア．生産コスト＋販売管理費＋流通コストの合計をベ ースに価格設定することをコスト
プラス法といい、競合商品がある場合に競争企業の価格を基準として価格設定する
方法を実勢価格設定法という。
イ．商品の価格は、コスト、需給状況、競合状況、製品ポジショニングの要因によって
決定されるが、会社が利益を上げるためには、特にコストプラス法を重視した価格
設定をする必要がある。
ウ．プライス・ライニング政策とは、最も訴求力のある売れ筋商品を主力価格ゾーンに、
その上位に高機能商品を見せ筋ゾーンに、その下位に低価格プロモーションゾーン
を設定し、顧客の選択肢をわかりやすく広げる方法 である。
エ．新製品の価格政策のうち、初期から低価格を設定し早期に高い市場占拠率を確保し
スケール・メリットを獲得しようとする政策を市場浸透価格政策というが、シェア
獲得に失敗した場合は、費用の回収ができないリスクがある。

問題15

代表的な質問法であるＳＰＩＮ法の示唆質問として最も適切なものは、次のうち
どれか。

ア．「御 社 は 来店 客 の機 会ロ ス を減 少 させ る ため のＰ Ｏ Ｓシ ス テム の メン テナ ン スに 、
どの程度費用をかけていますか。」
イ．「他 店 の 商品 価 格検 索を 現 場の 店 員が 容 易に 把握 す るこ と がで き れば 、顧 客 との 価
格交渉の問題はどうなるでしょう。」
ウ．「商 品 管 理端 末 のイ ンタ ー フェ ー スが 複 雑な ので 、 パー ト やア ル バイ トの 人 員が 使
いこなせるようになるまで時間がかかってしまうのではないでしょうか。」
エ．「現 在 は 商品 売 上情 報が チ ェー ン 店舗 間 で共 有で き ない と のこ と です が、 そ れは 商
品発注精度に影響を与えませんか。」
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問題16

以下に示す＜資料＞に基づいた場合、各収益の金額として誤っているものは、次
のうちどれか。

＜資料＞
（単位：千円）
売上高

100,000

売上原価

80,000

販売費及び一般管理費

10,000

営業外収益

5,000

営業外費用

5,000

特別利益

2,000

特別損失

2,000

ア．売上総利益＝20,000千円
イ．営業利益＝20,000千円
ウ．経常利益＝10,000千円
エ．税引前当期純利益＝10,000千円

問題17

在庫管理に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア． 在庫 の 持 つリ スク は 、「販 売チ ャン スロ ス 」、「商 品価 値低 下ロ ス 」 及 び「 資金 効率
低下」の３つに大別される。
イ．自社の商品回転率を優れた業界他社や業界平均値と比較することは、在庫が適正か
を判断する上で重要である。
ウ．在庫管理においては、財務上及び営業上ともに、在庫内容より在庫金額の 方が重要
である。
エ．在庫の適正水準とは、回転率が高く、かつ、品切れの起こらない安全余裕を持った
在庫数のことである。
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問題18

以下に示す＜資料＞に基づいた場合、損益分岐点売上高に関する記述として誤っ
ているものは、次のうちどれか。 ただし、１万円未満は切り捨てるものとする。

＜資料＞
（単位：万円）
売上高

変動費

固定費

Ａ社

300

200

80

Ｂ社

500

300

150

Ｃ社

600

360

180

Ｄ社

400

200

120

ア．Ａ社の損益分岐点売上高は、 240万円である。
イ．Ｂ社の損益分岐点売上高は、 360万円である。
ウ．Ｃ社の損益分岐点売上高は、 450万円である。
エ．Ｄ社の損益分岐点売上高は、 240万円である。

問題19

コミュニケーションに関する記述として最も適切なものは、 次のうちどれか。

ア．ファシリテーションは、問題解決や合意形成を促進する技術であり、営業会議に は
活用ができない。
イ．「メラビアンの法則」において、伝達の受け手は、「送り 手の言葉」、「声の大きさ・
口調・トーン」よりも、「顔の表情」 を最重要視することが分かっ ている 。
ウ．報告は、報告を受ける視点に立って整理し、経過を順序 立てて述べ、最後に結論を
はっきり示すことが望ましい。
エ．メールにおいて、ＢＣＣは基本的には返信不要であるが、ＣＣは返信した方が良い。

問題20

顧客に電話で訪問のアポイントメントを 取る際の記述として 最も不適切なものは、
次のうちどれか。

ア．代理者では断られやすいので、可能な限り面談予定者と直接話すようにする。
イ．面談内容のポイントは訪問時に話すため、予約時はアウトラインに留める。
ウ．礼儀として、通話の 最初に、社名・所属部署・名前を伝える。
エ．間違いを防ぐため、訪問日時・同行者を明確に伝え、最後に復唱する。
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問題21

訪問時のマナーに関する記述として 不適切なものは、 次のうちどれか。

ア．取引先との面談で初対面の担当者へのお辞儀は、上体を約 15度前に傾斜させ礼をす
る。
イ．顧客へ名刺を差し出す際には、立った状態で社名・自分の名前 を名乗りながら顧客
より先に名刺を出すようにする。
ウ．相手が着席してから着席するように 心掛ける 。
エ．面談予定者が急用で面談不可になった場合には、名刺の裏に 訪問日時、メッセージ
を記載して受付に手渡して貰うよう に依頼する。

問題22

応酬話法に 関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ブーメラン法とは、顧客の意見をまず受 け入れて、その後 、顧客の反対意見を逆に
購入すべき理由に置き換えていく技法である。
イ． 否定 法と は、「な ぜ です か」 など と反 対に 聞 き返 して 、攻 守所 を変 え 、顧 客自 身の
漠然とした抵抗感の原因を認識して もらう技法である。
ウ．引例法とは、顧客の反論などに対して、実例を示して説得する技法である。
エ．イエス・バット法とは、顧客の言うことをまず肯定して、その後 、反論する技法で
ある。

問題23

アプローチ段階における 商談に関する記述として最も不適切なものは、次のうち
どれか。

ア．キーパーソンが誰なのかについて、商談を通じて探る。
イ．会社案内書を活用して、会社概要を説明する。
ウ．競合商品との価格、機能、品質等の比較を明確に示す。
エ．購買見込み度について、商談を通じて探る。

問題24

クロージング段階の話法とその説明の組合せとして 最も適切なものは、次のうち
どれか。

ア． 肯定 的暗 示法 ：「 現 在キ ャン ペー ン中 で購 入 の絶 好の チャ ンス です 」 など 、購 入の
メリット、購入しないデメリットを示して購買決定をする方法
イ．愛情訴求法：「それでは、ご購入をお願いします」「これで最後としますので、ご注
文をお願いします」などと端的にお願いする方法
ウ ． 結 果 指 摘 法 ：「 ア フ タ ー サ ー ビ ス も 行 き 届 い て い ま す 」 な ど と 、 商 品 の 特 徴 ・ メ
リットを一つひとつ説明して、お客の同意を積み重ねていく方法
エ． 推定 承諾 法 ：「そ れ では 、こ の契 約書 にサ イ ンを お願 いし ます 」な ど 購買 を承 諾し
たものとして話を進め、顧客の反応を確認する方法
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問題25

顧客のクレームに関する記述として最も 不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＢtoＢの顧客は、継続的関係を維持している特定顧客が中心なので、無茶なクレー
マーは少ないが、一旦クレームになると損失は大きい。
イ. ＢtoＣの顧客は、世間一般大多数の中の１人の顧客の１回だけと割り切ることもで
きるが、クレームの重要さはどんな場合も同じである。
ウ．クレームの申込時は、顧客の感情が高ぶっているの で一旦話を聞いて、一定の期間
をおいて冷静になってから話し合う方が納得しやすい。
エ．クレームは事前期待と、事後結果とのギャップによって生まれるので、顧客対応窓
口は、常に自社に対する顧客の期待イメージを把握しておく必要がある。

問題26

販売契約後の顧客訪問や、納品後の商品の使用説明・指導など のアフターサービ
スに関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＩＴ活用、金融、物流環境の 変化などで企業間のアフターサービス競争は激しい
ので、競争環境に対応した内容の見直しが必要である。
イ．きめ細かいサービスを提供するために、 対象顧客をよく知る営業パーソンにアフ
ターサービスの実施を全面的に任せる。
ウ．アフターサービスは、導入指導・点検なのか、新情報提供・販売促進目的なのか
など、目的を明確にして実施する必要がある。
エ．アフターサービスの実施を無条件で行うのではなく、コストパフォーマンス に配
慮する必要がある。

問題27

組織的営業の取組に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．営業の役割は売ることに専念することなので、収集した顧客からの生の情報は、企
画開発部門など、社内関係部門 に伝えればよい。
イ．会社の活動を効率的に改善するために、 営業現場はジョブローテーションに取り組
み、組織のフラット化などの政策面は人事部門などに一任する。
ウ．組織的営業の基本は、外部組織、他企業との連携を活用することにより、新たな事
業チャンスを獲得することである。
エ．外部事業者の資源を活用して 、自社単独では 出来ない製品サービスの開発やサービ
スを提供できるよう 、ニーズやシーズがないか日頃から注意するように努める。
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問題28

組織的営業が必要な理由として最も不適切なもの は、次のうちどれか。

ア．顧客ニーズが複雑多様化してきているので、個人の資質能力では対応が難しいケー
スが増えたため。
イ．個人対個人の関係より も、組織対組織の関係の方が親密なパートナーシップを取り
やすいため。
ウ．商品・サービスの差別化を図るには、企画開発・製造部門まで抱き込む必要が出て
きたため。
エ．新規開発や大型開発などは、企業対企業の取組でないと不可能なことがあるため。

問題29

以下の＜資料＞に基づいた場合、Ａ顧客に対するインストアシェアの数値として
正しいものは、次のうちどれか。
なお、「Ｂ商品群」とは、Ａ顧客におけ る当社取扱商品分野を指す。

＜資料＞
・当社のＡ顧客に対する年間総納品額

1,000万円

・当社のＡ顧客に対する年間総粗利益額
・Ａ顧客の年間総仕入額
・Ａ顧客のＢ商品群の年間総仕入額
・Ａ顧客の年間総粗利益額

250万円
２億円
１億円
３億円

ア． 0.83％
イ． 2.50％
ウ． 5.00％
エ．10.00％

問題30

信用調査に関する記述として 最も適切なものは、 次のうちどれか。

ア．信用調査は、経理部門、総務部門などの専門のセクションで行う ことが望ましい。
イ．信用調査は、新規の取引開始時と特定の取引先に関して信用不安が起きたときに調
査会社に依頼して行うものである。
ウ．取引先の企業ホームページや同業他社やその地域へのヒ アリングは、信用調査上、
有効な手段である。
エ．信用調査の際に用いる履歴事項全部証明書を参照すれば、土地・建物の名義所有者
や担保の状況が把握できる。
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問題31

取引条件に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．商品売買取引では、買主 から商品代金が全額支払われたときに限り、売主から買主
に所有権が移転する。
イ．商品売買取引では、買主が債務不履行に陥ったときは、売主は契約を直ちに解除す
ることができる。
ウ．売主の視点からは、特約条項をなるべく付加しないように取引契約を締結すること
が大切である。
エ．「期 限 の 利益 喪 失」 の条 項 を付 加 する こ とで 、 一 定 の場 合 には 、 当初 定め た 支払 期
日前に顧客に対して売掛債権残高を 一括弁済 請求できる。

問題32

債権者会議 に関する記述として最も不適切なものは、 次のうちどれか。

ア．法律的拘束力があり、決定事項に拘束される。
イ．出席し再建案に同意すると、再建案 に拘束される。
ウ．出席義務はなく、不利益は生じない。
エ．仮差押えや強制執行などの個別対応は可能である。

問題33

契約に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．一定の建設工事請負契約については、法律上、契約書を作成しなければならないと
されている。
イ．契約の当事者が高齢者であって、契約の内容をきちんと理解していない場合には、
契約が無効あるいは取り消すことができるものとして取り扱われることがある。
ウ．契約に基づいて履行がなされた場合でも、不完全な履行であれば、その履行をなし
た当事者に対して損害賠償責任が認められることがある。
エ．売買契約において、約束の期日に買主が代金を支払わなければ、売主がその期日に
売買の目的物を引き渡せるように準備をしていなかった場合でも、売主は売買契約
を解除することができる。

問題34

保証及び担保に 関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．保証は担保の場合と比べて、設定が容易であるメリットがある一方で、回収におい
て保証人の財政状態に左右されるデメリットがある。
イ．担保の方法として、民法に規定がないが実務上用いられている担保物権がある。
ウ．抵当権の目的とすることが民法上認められているのは、不動産の所有権だけである。
エ．質権は、債権などの財産権を目的とすることができる。
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問題35

Ａは Ｂに 100万 円を 貸し てお り、 Ｃが 連 帯保 証人 とな って いる 。 さら に、 Ａは Ｂ
に対 する 100万円 の 貸付 金の 担保 と して 、Ｄ の 所 有不 動産 に 抵当 権を 取 得 して いる 。
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの関係に関する記述として最も 適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＡはＢの所有不動産を差し押さえることはできない。
イ．ＡはＤの所有不動産について競売申立てをすることはできない。
ウ．ＡはＣの預金を差し押さえることはできない。
エ．ＡはＤの預金を差し押さえることはできない。

問題36

手形・小切手に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．約束手形の支払期日の欄に「令和○年 10月１日」と記載がある場合、その日が法定
の休日であるときには、手形所持人は、その前日に支払請求することができる。
イ．約束手形の所持人は、振出人により手形金の支払がない場合には、通常の訴訟より
も簡易迅速な処理ができる手形訴訟を提起することができる。
ウ．小切手の所持人は、小切手金の支払を求めるためには、振出日 から10日以内に、そ
の小切手を支払銀行に呈示する必要がある。
エ．約束手形の振出人は、約束の期日までに資金を用意できないことが 続くと、一定の
要件の下、銀行取引停止処分によって、銀行取引ができなくなることがある。

問題37

個人情報保護法が定める個人情報取扱事業者の義務に関する記述として最も適切
なものは、次のうちどれか。

ア．個人情報取扱事業者は、いかなる場合も、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。
イ．個人情報の利用目的に関係なくデータ内容の正確性を確保しなければならない。
ウ．個人情報の漏えい防止などの安全管理の措置として、組織を整備するだけでなく、
技術的な管理も推進すべきである。
エ．個人データの取扱いの一部のみを外部に委託する場合には、委託先に対する監督ま
で行う必要はない。
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問題38

消費者契約法上の消費者保護に関する記述として最も不適切なものは、次のうち
どれか。

ア．消費者契約の締結について勧誘をする際に、事業者が消費者の不利益となる事実を
告げなかったとしても、虚偽の説明をしていなければ消費者からの契約の取消しは
認められない。
もう

イ．消費者契約の締結について勧誘をす る際に、消費者が事業者から「必ず 儲 かる」と
勧誘され、実際に誤認して契約を締結した場合には、消費者は契約を取り消すこと
ができる。
ウ．消費者契約法上の消費者契約において過大な違約金が定められている場合、消費者
はその金額の違約金の支払をする必要はない。
エ．契約の際に提示されたパンフレットに事実と異なる記載がされていた場合、その部
分について口頭で説明がなされていなくても、消費者が事実を誤認して契約したと
きには契約を取り消すことができる。

問題39

独占禁止法による規制に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．独占禁止法が規制対象としている「不公正な取引方法」については、公正な競争を
阻害するおそれのある取引全てが該当する。
イ．自由な競争が制限されるおそれがある禁止行為として、正当な理由がないのに仕入
価格を下回る価格で販売する不当廉売がある。
ウ．再販売価格の拘束は、不公正な競争手段を禁止する観点から規制対象とされている。
エ．不当な利益による顧客誘引は、自由な競争が制限されるおそ れがある行為として、
規制対象とされている。

問題40

表示や景品の規制に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．不当な表示による商品販売は、独占禁止法によっても規制されている。
イ．景品や表示に関する規制は、一般消費者による選択を阻害させないことにより、一
般消費者の利益保護を図ることを目的にしている。
ウ．景表法違反の行為に対しては、 弁明の機会の付与などの手続を経ずに迅速に措置命
令などの措置が採られる。
エ．景品類を提供する場合には、いくらの景品まで許容されるかという観点と、景品全
体の総額がいくらになるかという観点を、両方とも検討する必要がある。

R2後-031B01-13

