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正解	 1.×　 2.○　 3.×　 4.×

本 書は、証券外務員 二種の問題をテキストに出てくる順に掲載してありますので、テ
キストを前から読みながら、問題演習することができます。

　章がまたがる問題については、原則として、後ろの章に掲載しました。
　問題には１問１答形式の問題と５肢選択式があります。１問１答形式の問題は〇×（正誤）
で解答し、5肢選択式の問題は各問の指示に従って解答してください。
　すべての問題について、

この問題は、やさしい問題で、

解答時間の目安は１分30秒であることを示します。

解答解説ページを
見ないようにする
ためには、受講ガ
イドにはさんであ
ります「目隠しシ
ート」をお使いく
ださい。

問題集 正解・解説 目かくしシート

問題集の演習をする時、右ページの正解・解説を隠すためにお使いいただけます。Printed in Taiwan

問 題演習はあくまでも実力アップのために取り組むものです。単に答えがあっているか
どうかが大切なのではなく、答えを導くまでの過程が大切です。ですから、以下のよ

うに実践してみてください。

❶ �フォーサイト演習ノートをご活用ください。1つの選択肢ごとにそれぞれ理由を書きな
がら解いてください。時間がかかりますが確実に実力がアップします。特に誤りだと
思った選択肢については、ただ漠然と誤りだと判断するのではなく、「どの部分が誤り
で、そこをどのように訂正すると正しい内容になるのか」を書き出すようにしましょう。

❷ �問題集は何回も繰り返し学習するため絶対にボールペン等で書き込みをしないように
してください。また、鉛筆を使用する場合でも強く書くと跡が残りますので、注意し
ましょう。

❸ �最初のうちは時間がかかると思いますが、徐々に解くスピードが速くなりますので、
時間を気にしないようにしてください。

❹ �終了後解説を確認して答えあわせをしてください。この際、以下のことを守ってくだ
さい。
▪重要だと思うことはテキストの余白に書き込んでください。
▪�答えあわせにおいて重要なことは答えが正しいかどうかではなく、自分の考えたプ
ロセスが正しいかどうかです。自分のノートと解説をよく見比べてください。
▪�答えあわせの後、次回演習の目安とするため問題に○・△・×のいずれかを記入し
てください。

　

　以上の方法により、問題集を３回以上繰り返してください。なお、２回目以降は前述の
△・×の記載のある問題を中心に演習しましょう。
　最後に、受講生から、よく「私は同じ問題を何度も同じ箇所で間違えるのですが」と相談
を受けます。人間誰しも同じ過ちを繰り返すものです。間違えた問題には正確に内容を理解
できるまで何度も挑戦してみてください。

  本書の使い方   問題演習の取り組み方

所要時間 各1分30秒証券市場の基礎知識

1. �企業の資金調達方法のうち、株式や債券などの証券を発行して貸し手から直接資金を調
達するものは、間接金融に区分される。� ［難易度：Ａ］

解答時間の目安を表示しました。

  難易度を表示しました。
A�…… やさしい問題でとりこぼしのできない問題
B�…… ややむずかしいがとらなければならない問題
C�…… かなりむずかしいが 50％ぐらいの確率で解ける問題
D�…… 超難問で誰も解けないので演習不要の問題

正解は、解答解説ページの下側に配
置し、文字の濃度を薄くして、演習
中に見えにくいようにしました。

1
月　　日

2
月　　日

3
月　　日

4
月　　日

5
月　　日

Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒

○……�正解し、理解しているので再学習不要
△……�正解だが考え方が不安なので再度学習
×……�不正解、理解していない
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1.	 	金融商品取引法第一条の内容はしっかり覚えておきましょう。第一条では、「企業内容等の開示
の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所
の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有
価証券の流通を円滑にする他、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成
等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。」と記載
されています。

2.	 金融商品取引業には４種類ある点を再度確認しておきましょう。
3.	 	金融商品取引業者が私設取引システム（PTS）運営業務を行う場合には、内閣総理大臣へ届出を

行い、認可を受ける必要があります。
4.	 	第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者は、金融商品取引法第35条第１

項に基づく付随業務を行う場合には、特段、内閣総理大臣への届出や承認を得る必要はありませ
ん。

5.	 支払手形は、金融商品取引法上の有価証券に該当しません。
6.	 	国内 CPの他、海外CP、株券、社債券、投資信託、新株予約権証券などは、金融商品取引法上

の有価証券に該当します。
7.	 船荷証券は、金融商品取引法上の有価証券に該当しません。
8.	 小切手は、金融商品取引法上の有価証券に該当しません。
9.	 	有価証券の売買の取次ぎとは、自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却す

ること等を引き受けることをいいます。
10.	 	有価証券の売買の代理とは、委託者の名で委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受

けることをいいます。
11.	 	有価証券の売出しとは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧

誘のうち、第一項有価証券については、多数の者（50名以上）を相手方として行う一定の要件
を満たす場合をいいます。新たに発行される有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込み
の勧誘は、有価証券の募集に該当します。

12.	 	金融商品取引業者等は、登録外務員以外の者に外務員の職務を行わせてはならないとされていま
す。

所要時間 各1分30秒 1
月　　日

2
月　　日

3
月　　日

4
月　　日

5
月　　日

Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒 Time　　分　　秒金融商品取引法

1. 金融商品取引法は、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること等により、
金融商品取引業者の利益に資することを目的とする。� ［難易度：Ａ］

2. 金融商品取引法は、金融商品取引業を、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業の４種類に分類し、それぞれの業務内容に応じた要件を
定めている。� ［難易度：Ａ］

3. 金融商品取引業者が私設取引システム（PTS）運営業務を行う場合には、内閣総理大臣
へ届出を行わなければならない。� ［難易度：Ｂ］

4. 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者は、金融商品取引法第
35条第１項に基づく付随業務を行う場合には、あらかじめ各業務について、個別に内
閣総理大臣に対して届出を行うものとされている。� ［難易度：Ａ］

5. 支払手形は、金融商品取引法上の有価証券に該当する。� ［難易度：Ａ］

6. 国内CPは、金融商品取引法上の有価証券に該当する。� ［難易度：Ａ］

7. 船荷証券は、金融商品取引法上の有価証券に該当する。� ［難易度：Ａ］

8. 小切手は、金融商品取引法上の有価証券に該当する。� ［難易度：Ａ］

9. 有価証券の売買の取次ぎとは、委託者の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ
又は売却すること等を引き受けることをいう。� ［難易度：Ｂ］

10. 有価証券の売買の代理とは、自己の名で委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを
引き受けることをいう。� ［難易度：Ａ］

11. 有価証券の売出しとは、新たに発行される有価証券の売付けの申込み又はその買付けの
申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、多数の者（50名以上）を相手方と
して行う一定の要件を満たす場合をいう。� ［難易度：Ａ］

12. 金融商品取引業者は、有価証券の売買の勧誘を行う者について、例外なく外務員の登録
をしなければならない。� ［難易度：Ａ］

正解	 1.×　 2.○　 3.○　 4.×　 5.×　 6.○　 7.×
	 8.×　 9.×　10.×　11.×　12.○

証券外務員 二種｜2 金融商品取引法
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13.	 	複数の金融商品取引業者等で外務員の登録を行うことはできません。あくまで１社のみです。
14.	 	外務員の負った債務は、その所属する金融商品取引業者等も直接履行する責任があるといえます。
15.	 	内閣総理大臣は、外務員が欠格事由等に該当した場合には、登録を取り消すことができます。
16.	 	外務員は、その所属する金融商品取引業者に代わって、有価証券の売買等法律に規定する行為に

関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされます。
17.	 	金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、金融商品

取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号などを表示しなければなりません。
18.	 登録を受けた外務員以外の者に対して外務員の職務を行わせることはできません。
19.	 	金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として内閣府令で定

めるところにより、あらかじめ顧客に対して、一定の事項を記載した契約締結前交付書面を交付
しなければなりません。

20.	 	金融商品取引業者等は、金融商品取引法に違反する悪質な行為を外務員が行った場合、その行為
が代理権の範囲外にあったとしても、その監督責任を免れることはできません。

21.	 	契約締結前交付書面の記載事項のうち、「書面によるクーリング・オフの規定の適用の有無」は、
枠の中に12ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて、明瞭・正確に記載するものとされて
います。

22.	 	この内容は、適合性の原則と呼ばれるものです。適合性の原則はしっかり覚えておきましょう。

13. すでに、ある金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員として登録を受けてい
る者は、他の金融商品取引業者等の外務員として別に登録を受けることができない。� �
� ［難易度：Ａ］

14. 外務員の行った外務員の職務の効果は、直接金融商品取引業者等に帰属し、金融商品取
引業者等は、外務員の負った債務について直接履行する責任を負う。� ［難易度：Ａ］

15. 一度登録を受けた外務員は、いかなる場合も登録を取り消されることはない。� �
� ［難易度：Ａ］

16. 外務員は、その所属する金融商品取引業者に代わって、有価証券の売買等法律に規定す
る行為に関し、一切の裁判上の行為を行う権限を有するものとみなされる。� �
� ［難易度：Ａ］

17. 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、
金融商品取引業者等である旨か、又は当該金融商品取引業者等の登録番号などを表示し
なければならない。� ［難易度：Ｂ］

18. 金融商品取引業者は、投資家保護上問題がないと認められる場合には、登録を受けた外
務員以外の者にも外務員の職務を行わせることができる。� ［難易度：Ａ］

19. 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、必ず内閣府令で
定めるところにより、あらかじめ顧客に対して、一定の事項を記載した契約締結前交付
書面を交付しなければならない。� ［難易度：Ｂ］

20. 金融商品取引業者等は、金融商品取引法に違反する悪質な行為を外務員が行った場合、
その行為が代理権の範囲外にあれば、その監督責任を免れることができる。� �
� ［難易度：Ａ］

21. 契約締結前交付書面の記載事項のうち、「書面によるクーリング・オフの規定の適用の
有無」は、枠の中に８ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて、明瞭・正確に記載
するものとされている。� ［難易度：Ｂ］

22. 金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及
び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者
の保護に欠けることのないように業務を行わなければならない。� ［難易度：Ａ］

正解	 13.○　14.○　15.×　16.×　17.×　18.×　19.×
	 20.×　21.×　22.○

証券外務員 二種｜2 金融商品取引法
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23.	 断定的判断による勧誘行為はいかなる場合でも禁止されています。
24.	 勧誘行為がなくとも虚偽の表示等をすることは禁止されています。
25.	 店頭金融先物取引に関しては、一度勧誘を拒否されたら勧誘の継続はできません。
26.	 	特別の利益には社会通念上サービスと考えられるもの（ティッシュの配布など）は含まれません。
27.	 	金融商品取引業者又はその役職員が、自己の職務上の地位を利用して知り得た情報に基づいて、

有価証券の売買その他の取引等を行うことは、いかなる場合でも禁止されています。
28.	 	損失補てんを実行するか否かにかかわらず、顧客に損失が生ずることとなった場合にはこれを補

てんすることを当該顧客と約束すること自体が違法です。
29.	 	金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、顧客の同意を得ずに当該顧客の計算により

有価証券の売買を行うことは禁止されています。
30.	 どんな場合であっても、名義貸しは禁止されています。
31.	 	金融商品取引法では、投資家を特定投資家と一般投資家に区分し、この区分に応じて金融商品取

引業者等の行為規則の適用に差異を設けています。
32.	 	金融商品取引業者等は、顧客から注文を受ける時に、媒介、取次ぎ、代理等の区別を行う必要が

あります。

23. 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人が顧客に断定的判断を提供して有価証
券の取引を勧誘する行為は禁止されており、そのような勧誘が結果的に的中した場合で
も、違法となる。� ［難易度：Ａ］

24. 金融商品取引業者及びその役職員は、有価証券の売買その他の取引等に関し、虚偽の表
示をし、又は投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすような重要な事項について誤解を
生じせしめるような表示をすることは禁止されているが、この禁止は勧誘行為がなけれ
ば適用されない。� ［難易度：Ａ］

25. 店頭金融先物取引について、金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示した者に対
して、当該契約の勧誘を継続してはならない。� ［難易度：Ｂ］

26. 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引契約について、顧客
若しくはその指定した者に対して、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者
に対して特別の利益を提供することが禁止されているが、特別の利益には社会通念上サ
ービスと考えられるものは含まれない。� ［難易度：Ａ］

27. 金融商品取引業者又はその役職員が、自己の職務上の地位を利用して知り得た情報に基
づいて、有価証券の売買その他の取引等を行うことは、投機的利益を得る目的がなけれ
ば禁止されない。� ［難易度：Ａ］

28. 金融商品取引業者が、有価証券の売買その他の取引等について、顧客に損失が生ずるこ
ととなった場合にはこれを補てんすることを当該顧客と約束することは、実際にその補
てんを実行しなければ、禁止行為にあたらない。� ［難易度：Ａ］

29. 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、顧客の同意を得ずに当該顧客の計
算により有価証券の売買を行うことは原則として禁止されているが、継続的な取引関係
にある顧客については認められる。� ［難易度：Ａ］

30. 金融商品取引業者等は、自己の名義をもって他人に金融商品取引業を行わせることは禁
止されている。� ［難易度：Ａ］

31. 金融商品取引法では、投資家を特定投資家と適格機関投資家に区分し、この区分に応じ
て金融商品取引業者等の行為規則の適用に差異を設けている。� ［難易度：Ａ］

32. 金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注
文を受託した場合には、あらかじめ、当該顧客に対し自己がその相手方となって当該売
買を成立させるのか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して行うのかの別を明らか
にしなければならない。� ［難易度：Ａ］

正解	 23.○　24.×　25.○　26.○　27.×　28.×　29.×
	 30.○　31.×　32.○

証券外務員 二種｜2 金融商品取引法
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33.	 	有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合において、引受人
となった日から６ヵ月を経過する日までは、その買主に対して買入代金を貸し付けてはなりませ
ん。

34.	 	金融商品取引業者は、顧客から有価証券の買付けの委託を受けて、その委託売買を成立させる前
に自己の計算において、当該有価証券と同一の銘柄の売買を成立させることを目的として、その
顧客の委託価格と同一又はそれよりも低い価格で買付けをする行為は禁止されています。

35.	 	これを分別保管といいます。顧客の金銭と金融商品取引業者等の金銭は分ける必要があります。
36.	 	有価証券関連業務を行う金融商品取引業者は、社債管理者又は担保付社債信託契約の受託会社と

なることができません。
37.	 金融商品仲介業を行うためには、内閣総理大臣の登録が必要とされています。
38.	 金融商品仲介業は、個人・法人いずれも行うことが可能となっています。
39.	 	金融商品取引業者等は、有価証券の売買等に関する顧客の注文について、政令で定めるところに

より、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めなければなりません。
40.	 	もう１つ、仮装売買の内容も覚えておきましょう。仮装売買とは、上場有価証券等の売買、市場

デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引について、取引状況に関して、他人に誤解を生じさせ
る目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない取引を行うことをいいます。

41.	 	会社関係者であったときに、上場会社等の業務等に関する未公表の重要事実をその職務に関して
知った場合には、会社関係者でなくなった後１年間は、その間に当該重要事実が公表されるまで
は、当該会社の発行する上場株式等の売買をしてはなりません。

42.	 上場会社等の業務に関する重要事実として、主要株主の異動は含まれます。
43.	 上場会社等の帳簿閲覧権を有する株主、顧問弁護士なども会社関係者の範囲に含まれます。

33. 有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合において、
引受人となった日から３ヵ月を経過する日までは、その買主に対して買入代金を貸し付
けてはならない。� ［難易度：Ａ］

34. 金融商品取引業者は、顧客から有価証券の買付けの委託を受けて、その委託売買を成立
させる前に自己の計算において、当該有価証券と同一の銘柄の売買を成立させることを
目的として、その顧客の委託価格と同一又はそれよりも高い価格で買付けをする行為は
禁止されている。� ［難易度：Ａ］

35. 金融商品取引業者等は、顧客から預託を受けた有価証券及び金銭について、自己の固有
財産と分別して保管しなければならない。� ［難易度：Ａ］

36. 有価証券関連業務を行う金融商品取引業者は、社債管理者又は担保付社債信託契約の受
託会社となることができる。� ［難易度：Ｂ］

37. 金融商品仲介業を行うためには、内閣総理大臣の認可が必要とされている。� �
� ［難易度：Ａ］

38. 金融商品仲介業を行うことができる者は、法人に限られる。� ［難易度：Ａ］

39. 金融商品取引業者等は、有価証券の売買等に関する顧客の注文について、政令で定める
ところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めるよう努めなけ
ればならない。� ［難易度：Ｂ］

40. 自己が行う売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みと同時期に、それと同
価格で他人がその金融商品の買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引の申込みを行
うことをあらかじめその者と通謀して、その売付け若しくは買付け又はデリバティブ取
引の申込みを行うことを馴合売買という。� ［難易度：Ａ］

41. 会社関係者であったときに、上場会社等の業務等に関する未公表の重要事実をその職務
に関して知った場合には、会社関係者でなくなった後３年間は、その間に当該重要事実
が公表されるまでは、当該会社の発行する上場株式等の売買をしてはならない。� �
� ［難易度：Ａ］

42. 上場会社等の業務に関する重要事実には、主要株主の異動は含まれない。［難易度：Ａ］

43. 会社関係者の範囲には、その上場会社等と契約を締結している者（取引銀行や公認会計
士等）は含まれる。� ［難易度：Ａ］

正解	 33.×　34.×　35.○　36.×　37.×　38.×　39.×
	 40.○　41.×　42.×　43.○

証券外務員 二種｜2 金融商品取引法



22 23

44.	 	その他、下記の場合においても重要事実が公表されたとみなされます。	 	
上場会社の業務に関する重要事実は、当該上場会社の代表取締役又はその者から当該重要事実を
公開することを委任された者により、当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社や通信社又は放送
機関等の２以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開された時から12時間以上経過すれば
公表されたものとみなされます。

45.	 	上場会社等の業務に関する重要事実には、その上場会社等の自己株式の取得は含まれます。その
他、資本金の額の減少、株式分割、株式交換、合併、子会社の譲渡なども重要事実に含まれます。

46.	 	上場会社の業務を執行する機関が、一旦は重要事実に当たる募集株式の募集を決定し、公表した
が、その後当該新株式の発行を中止する決定をした場合には、その中止の決定は重要事実に該当
します。

47.	 	投資信託の受益証券は、企業内容開示制度が適用されます。国債証券は、企業内容開示制度が適
用されません。また、地方債証券や金融債も企業内容開示制度が適用されません。

48.	 	金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前において、目論見書を使用
して当該有価証券への投資勧誘を行うことは可能です。

49.	 	金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前において、当該有価証券を
投資家に取得させたり、売り付けたりすることは禁止されています。勧誘は可能ですが、実際に
売買はできないと覚えておきましょう。

50.	 適格機関投資家に対しては、必ずしも目論見書は交付する必要はありません。
51.	 	目論見書は、有価証券の募集又は売出し等に際して、発行会社が作成しなければなりません。
52.	 	有価証券届出書や有価証券報告書は、一定の場所に備え置き、一定期間、閲覧を希望する株主な

どが見れるようにしておく必要があります。
53.	 	臨時報告書は、企業内容に関し財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生したとき

に内閣総理大臣（若しくは金融庁長官）に提出される書類です。
54.	 	その有価証券に関して既に開示が行われている場合における当該有価証券の売出しについては、

内閣総理大臣への届出は要しません。

44. 内部者取引規制における上場会社等の業務等に関する重要事実が公表されたと認められ
る場合には、その重要事実が記載された有価証券届出書が公衆の縦覧に供される場合が
ある。� ［難易度：Ａ］

45. 上場会社等の業務に関する重要事実には、その上場会社等の自己株式の取得は含まれな
い。� ［難易度：Ａ］

46. 上場会社の業務を執行する機関が、一旦は重要事実に当たる募集株式の募集を決定し、
公表したが、その後当該新株式の発行を中止する決定をした場合には、その中止の決定
は重要事実には当たらない。� ［難易度：Ａ］

47. 企業内容開示制度が適用される有価証券には、国債証券、投資信託の受益証券が含まれ
る。� ［難易度：Ａ］

48. 金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前において、当該有
価証券への投資勧誘を行うことは禁止されていない。� ［難易度：Ａ］

49. 金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前において、当該有
価証券を投資家に取得させたり、売り付けたりすることは禁止されていない。� �
� ［難易度：Ａ］

50. 金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しに際して、適格機関投資家に取得させ、
又は売り付ける場合は、目論見書を交付しなくてもよいとされている。�［難易度：Ａ］

51. 目論見書は、有価証券の募集又は売出し等に際して、金融商品取引業者等が作成しなけ
ればならない。� ［難易度：Ａ］

52. 有価証券届出書や有価証券報告書は、一定の場所に備え置かれ、各々の書類ごとに定め
られた期間、公衆の縦覧に供されることになっている。� ［難易度：Ａ］

53. 上場会社は、企業内容に関し財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生し
たときは、臨時報告書をその都度、遅滞なく内閣総理大臣に提出することが義務付けら
れている。� ［難易度：Ａ］

54. その有価証券に関して既に開示が行われている場合における当該有価証券の売出しにつ
いても、内閣総理大臣への届出が必要となる。� ［難易度：Ａ］

正解	 44.○　45.×　46.×　47.×　48.○　49.×　50.○
	 51.×　52.○　53.○　54.×

証券外務員 二種｜2 金融商品取引法


