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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このプレゼンテーションは，「法的推論の基礎」を学ぶためのものです。■  法律を始めて学習する人とか，一応法律を学習したけれども，身についていないので，法律を最初から学び直したいと思っている人とかに対して，法的推論の基礎について，説明しています。■  ★このプレゼンテーションを通じて，以下の三つの問いに答えることができるようになれば，法的推論の基礎をマスターしたことになります。■  第1に，法の解釈は，なぜ必要なのでしょうか? ■  このことを，なんとなくというのではなく，条文の根拠を示して説明できるでしょうか? ■  第2に，法律の条文の理想の姿は，具体的でわかりやすい法律上の推定の前提となる「例示」と，抽象的ではありますが，「真の法律要件」との二つの類型によって構成されます。■  このことを，民法770条（裁判上の離婚原因）を例にとって，説明できるでしょうか? ■  第3に，法律の条文の理想の形が理解できたならば，それに沿って，民法770条，および，民法612条の改正案を，自分なりに，構造的に作成し，提案することができるでしょうか? ■  ★おそらく，現在のところでは，皆さんは，以上の三つの問いに答えることはできないでしょう。■  そこで，このプレゼンテーションでは，法的推論の基礎をマスターしたいと考えている人々に対して，以上の三つの問いに答えることができるように，順序良くヒントを与えるという構成をとっています。■  このプレゼンテーションを見ながら，メモを取り，以上の三つの問いに，自分なりに答えることができるようになってみませんか? ■
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「法的推論の基礎」の目次です。■  ★第1部は，法的推論の基礎となる基本的な考え方，すなわち，法の意味，法の機能，紛争解決のプロセスじついて説明します。■  ★第2部は，法律家の思考方法です。判決三段論法の意義とその問題点，それを克服するためのアイラック（IRAC），トゥールミン図式について説明します。■  ★第3部はヴェン図を使った解釈方法論です。解釈方法の種類を説明したのち，解釈で最もむずかしいといわれている，民法770条，および，民法612条について，ヴェン図を使って，「真の法律要件」と，その真の法律要件を「法律上推定するための前提事実」の違いについて詳しく説明します。■ 



Ⅰ 法的推論の前提

１．法の意味
 (1) 法とは何か❓
 (2) 法の機能とは何か❓
 (3) 紛争解決のプロセスとは何か❓

２．法的ルールの基本形
要件1∧…∧要件n ⇒ 法律効果
 （Yの過失）∧（Xに損害が発生） ⇒ YはXに対して損害賠償責任を負う。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第1部では，法的推論の前提として，1. 法の意味と 2. 法的ルールの基本形について考えます。■★第1の 「法の意味」については，具体的には，■★(1) 法とは何か？■★(2) 法の機能とは何か❓■★(3) 紛争解決のプロセスはどのようなものか? について考えます。■★第2の 「法的ルールの基本形」については，法的ルールのほとんどが，■★「要件（すなわち，要件要素1∧要件要素2∧…∧要件要素n）ならば，その結果として，法律効果が生じる」という形式をとります。■★例えば，民法709条を簡略化して表現すると，■被告に過失があり，それによって，原告に損害が生じる　という要件が満たされるならば，■被告は，原告に対して損害賠償責任を負う　という法律効果が生じるということになります。■そこで，これまでは，法的推論とは，つぎに述べるように，「判決三段論法」という演繹推論に従って行われていると考えられてきました。■このような法的推論に関する具体的な問題については，第2部以下で詳しく検討します。■



法とは何か❓

人間は社会的動物であり，一人では生きていけない。

人間が，個人の尊厳とともに，公共の福祉を実現し
ていくためには，信賞必罰を伴うルールが必要である。

ルールを守ることを通じて，人々の間に信頼関係が樹立される。

法は，人間が正規の手続きを経て作り出した社会的ルールである。

法の特色は，道徳と異なり強制力を有すること，宗教規範と異なり，
制定のときと同じ手続きを通じて，変更が可能な点にある。

法によって，個人の自由とその限界，責任のとり方が明確となる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
法とは何でしょうか?　■★人間は社会的動物だといわれています（アリストテレス）。そして，人間は一人では生きていけません。生まれてすぐに自立できる動物とは異なり，人間は，生まれてすぐに放置されると確実に死にます。したがって，人間は，生きていくために，家族や集団などの社会を形成します。■★しかし，社会を平和に保つには，個人の尊厳を認めた上で，信賞必罰（良いことは報われ，悪いこと（約束違反，犯罪など）は，ばっせられる）というルールが必要です。■★このルールのもとでこそ，人間は，安心してお互いの信頼関係を築き上げることができるのです。■★つまり，法とは，社会の平和と秩序（個人の尊厳と個人の権利の尊重）を維持するための社会的なルールなのです。■★法の特色は，道徳と異なり強制力を有すること，宗教規範と異なり，制定のときと同じ手続きを通じて，変更が可能な点にあります。■★法によって，個人の自由とその限界，および，責任のあり方が明らかとなり，すべての人々が，安心して行動の自由を享受できるのです。



法の機能は何か❓

法の二つの機能
1. 紛争の合理的かつ平和な解決
イエーリング『権利のための闘争』（1915年）
 「法の目標は平和である。

 だが，その目標に至る手段は戦争である。」

私の考え方では，
 法目標は平和であり，その手段も，闘争（Weapon）ではなく，論争（Pen）である。

2. 紛争の未然防止のための透明化・腐敗の防止
法による紛争解決のプロセスをすべて公開し，透明化する。

透明化によって，人々が紛争解決の筋道を予見できるようになる。

そのことを通じて，紛争の未然防止（腐敗の防止）が実現できる。

Rudolph von Jhering

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
法はどのような機能を有しているのでしょうか?■法が社会の秩序を維持するためのルールだとして，私たちは，法を使って，どのようなことができるのでしょうか?■★法には，平和を実現するための二つの機能があるとされています。★一つは，紛争の解決機能です。もうひとつは，紛争の予防機能です。★第1の機能（紛争を合理的かつ平和的に解決する機能）について，イエーリングは，その名著『権利のための闘争』（1915年）において，以下のように述べています。★「法の目標は平和である。★だが，その目標に至る手段は戦争（闘争）である。」　■★しかしながら，私としては，■★「法の目標は平和であり，それに至る手段は，戦争ではなくて，論争（議論）である」と考えています。■★第2の機能は，紛争を未然に防止することです。■★そのためには，法による紛争解決のプロセスをすべて公開することが必要です。■★すべてを公開し，透明化することによって，人々が紛争解決の筋道を予見できるようになり，密室から生じるあらゆる腐敗を防止することができます。■★つまり，法的手続きを透明化することによって，紛争の防止および腐敗の未然防止が実現できるのです。■



法による紛争解決のプロセスとは❓

1. 事実の発見
天秤の意味：両方の当事者の言い分を量る。

目隠しの意味：偏見をなくし，言い分に耳を傾ける（弁論主義）

2. 法の発見
足元にある文書の意味：憲法と法律に拘束される。

3. 紛争の解決
天秤の傾きの意味：天秤の傾いた方を勝訴させる。

剣の意味：判決に従わない場合には，強制できる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
法による紛争解決は，どのようなプロセスを経て実現されるのでしょうか?■  裁判官の象徴である法の女神であるテミスの像を見ながら，そのプロセスを見てみましょう。■  ★第1に，裁判官は，争いの原因となっている事実が何かを探求します。■  ★その方法は，テミスが持っている弁論を見ればわかります。■すなわち，原告と被告の双方の「主張（言い分）」を良く聞いて，その言い分の重さを「衡平」を意味する「天秤」で量るというものです。■  ★テミスが目隠しをしているのは，顔や身なりで判断するという偏見を避けるためだけではありません。「弁論するときは，下を向いて書面を読むのではなく，相手の顔を見て語りかけなさい。弁論に裏付けられていない書面は採用しませんよ。」というテミスの方針（弁論主義）を示しています。■  ★第2に，裁判官は，原告が主張した事実に適合した法律の条文を探し出します。■  ★テミスの足元にあるのが法律書であり，わが国においては，憲法と法律とがそれに当たります。■  そのような法規範を事実に適用することによって，仮の結論を導きます。■  さらに，被告が主張した事実に適合した法律の条文を発見し，それを事実に適用することによって，もう一つの仮の結論を導きます。これらの二つの結論を比較検討しながら，具体的に妥当な結論は何かを検討します。■  ★第3に，裁判官は，発見した事実に最も適合するルールを適用して，判決を下します。■  ★どちらが勝訴したかは，天秤の傾きで判断されます。■  ★この判決に当事者が従わないときは，司法権力が，判決を強制的に執行します。■ 



Ⅱ 法律家の思考方法

1. 判決三段論法とその批判
 三段論法とは何か❓

2. アイラック（IRAC）の順序で考える
 1. 争点（問題提起），2. ルール（仮説），3. 議論（検証），4. 結論

3. トゥールミンの図式に従って議論する
 一方は，データからはじめ，根拠を示して主張を述べる。

 他方は，データを否認するか，根拠に対して反論をする。

 双方が合意できる合理的なルール，または，原理を探求する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第2部では，法律家の思考方法について考察します。■★第1に，従来は，法律家は，「判決三段論法」にしたがって推論していると考えられてきました。■★しかし，三段論法は，大前提として，例外や矛盾がある命題を扱うことができません。■★そこで，第2に，現在では，法律家は，アイラック(IRAC)という思考法をとって物事を考えていると考えられるようになっています。■★アイラックとは，(1) 問題となっている争点は何か，(2) 問題を解決できるルールや仮説は何か，(3) そのルールや仮説は問題を合理的に解決できるか，反対の立場に立った場合にはどうか，双方の視点から議論を重ねて，■(4) 双方が納得する結論を導くことができるルールや原理を発見するという，問題解決の思考方法です。■アイラック(IRAC)の中で，最も，困難な問題が，議論の方法ですので，ここでは，その問題を解決するため，■★第3に，トゥールミンの図式に従って議論するという方法を紹介します。■★トゥールミンの議論の図式は，一方の当事者が，まず，データを示した，主張を行い，主張を正当化する根拠を示すというところから，議論をスタートさせます。■★相手方は，これに対して，データの誤りを指摘して，議論の誤りを突くこともできますし，データを認めた上で，その根拠に反論することもできます。■★トゥールミンの図式に従って議論を重ね，問題を解決するのに合理手なルールとか原理が見つかると，双方ともに納得する結論を導くことができます。■



判決三段論法

大前提：人間は死ぬ

小前提：ソクラテスは人間である

結論：ソクラテスは死ぬ

　　実体法のルール：故意または過失によって他人の権利を侵害した者は，
　　　発生した損害について，損害賠償責任を負う（民法709条）。

　訴訟における事実認定と当てはめ：Yは、過失によって（脇見運転をしていて）
　　　Xに衝突して，Xに全治3ヶ月の傷害(損害額100万円)を負わせた。

　裁判による判決：YはXに対して100万円支払え。

実体法

事実認定

実体法の適用

大前提

小前提

結論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
法的推論は，三段論法に従っているので正しい推論だといわれることがあります。三段論法とは，演繹推論のことです。■★例えば，「すべての人間は死ぬ」という命題を大前提として認め，■「ソクラテスは人間である」という小前提が明らかであるときには，■「ソクラテスは死ぬ」という結論は，常に正しい命題であることが，学問的にも証明されています。■この三段論法を利用して，判決の正しさを正当化しようとする試みのことを，「判決三段論法」と呼んでいます。■もっとも，大前提となる実体法のルールは，大前提として使えるような単純な命題とは異なり，そのほとんどが，原則と但し書きの複雑な組み合わせとして書かれているため，厳密にいうと，判決を三段論法で正当化することはできません。■しかし，法律家の多くは，判決は，三段論法によって正当化されていると信じており，いわば，通説となっていますので，その思考方法を簡単に説明しておくことにしましょう。■★判決三段論法は，実体法のルール，例えば，民法709条を大前提とし，■訴訟における事実認定で明らかとなった事実，■すなわち，乗用車を運転していた被告は，故意又は過失（例えば，被告は，前方を十分に確認することなく（過失），急にハンドルを左に切ってしまったこと）によって，■原告の自転車に衝突して，原告に全治3か月の傷害（損害額100万円）を負わせたという事実を小前提とし，■小前提としての認定事実に，実体法のルール（民法709条）を適用して，結論を導き，「被告は，原告に対して，100万円を支払え」という判決を下すということは，三段論法によって正当化されるというものです。■



条文が矛盾する構造を有している場合にも
判決三段論法は使えるだろうか？

第709条（不法行為による損害賠償）
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，これによって

生じた損害を賠償する責任を負う。

第720条（正当防衛及び緊急避難）
 ①他人の不法行為に対し，自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため，

やむを得ず加害行為をした者は，〔たとえ，民法709条の要件を満たしている場合であっても，〕

損害賠償の責任を負わない。ただし，被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求
を妨げない。

 ②前項の規定は，他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合につい
て準用する。

 このような原則と例外の関係は，三段論法によって正当化することはできない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
三段論法における大前提は，命題として完全なもの，すなわち，例外とか矛盾を含まないものでなければなりません。■しかし，判決三段論法において，大前提の役割を果たすべき実体法のルールは，例外を含んでおり，そのままの形では，三段論法として利用できません。■★例えば，先にあげた交通事故について，民法709条を適用すると，「被告は損害賠償責任を負う」という結論が導き出されます。■★しかし，この交通事故について，被告が，急にハンドルを左に切ったのは，対向車が車線を越えて向かってきたので，★「自己の身の危険を避けるためにやむを得ずした行為である」とか，「急迫の危険を避けるため」であったことを証明すると，民法709条が適用されるにも関わらず，民法720条が優先的に適用されて，「被告は損害賠償責任を負わない」，「原告の請求を棄却する」という，逆の結論を導かなければなりません。■★もちろん，この場合には，「特別法は一般法を破る」とか，「特別法は一般法に優先する」というメタルールを使ってこの問題を解決することができると考えられていますが，第1に，そのこと自体が，すでに，三段論法の推論を超えています。■★第2に，民法720条には，さらに，但し書き（特別法）がありますが，この但し書きは，一般法の適用を肯定していますので，特別法の特別法によって，一般法が適用されることをどのように説明するかについても，推論規則を用意する必要があります。■★第3に，民法1条のように，最も一般的な規定とされている，信義則や権利濫用の法理は，特別法であるすべての任意規定を破る効力を有していますので，一般法が特別法を破るという原則自体が，使えない場合が多いのです。■したがって，判決三段論法を正当化するには，大前提の役割を果たしている実体法のルールを再検討し，三段論法に使えるような，矛盾と例外のないルールに変える必要がありますが，現在のところ，そのような試みは成功していません。■このように考えると，判決三段論法は，見掛けは立派ですが，よく見ると，張り子のトラに過ぎず，実務には耐えることができない考え方であると言わざるを得ません。■



紛争の具体的な事例
被告は，原告に対して責任を負うか❓

D
efen-
dant

A

M
is

si
ng

iB 被告は，センターラインを越えてきた対向車をよけるた
め，とっさにハンドルを左に切って衝突を回避した。

 しかし，原告の自転車に衝突して，けがを負わせた。被
告は，緊急避難として，責任を免れることができるか❓

Plaintiff

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
裁判官は，どのような思考プロセスを経て，紛争解決をするのでしょうか?　■さきにあげた，具体的な交通事故の例に基づいて，紛争が法によって解決されるプロセスを説明します。■裁判官は，まず，原告の主張に耳を傾けます。■★原告の言い分では，被告は，その所有する車を運転するに際して，車線を越えて向かってきたため，■★被告は，左前方の自転車に気づきながら，自己の身を守るために，故意にハンドルを左に切ったか，または，対向車に気を取られ，前方注視義務を怠るという過失によって，■★自転車で走行していた原告に衝突し，原告に全治3か月のおお怪我をさせるという損害を生じさせました。■そこで，原告は，民法709条に基づいて，被告は，原告に生じた損害を賠償する責任を負うと主張しています。■つぎに，裁判官は，被告の主張にも耳を傾けます。■被告の言い分では，被告が原告に衝突したのは，対向車が車線を越えて向かってきたため，緊急避難としてとっさにハンドルを切ったためです。■したがって被告は，民法720条▲2項によって責任を免れると反論しています。■★この事件の場合，対向車線を越えて走行し，事件の原因を作った人物は，逃走し行方不明となっているため，民法720条▲1項但し書きの適用は，ここでは，無視することにします。■この事件の場合，裁判官が，民法709条も，また，民法720条▲1項本文も適用される状況にあると考えたならば，民法709条の一般不法行為の成立要件を障礙する民法720条の要件の存在を重視し，民法720条を適用して，原告の請求を棄却することになると思われます。■



D：データ

YがXに衝突して

けがをさせた。

C：請求

YはXに損害賠

償金を支払え。

R：反論

Yは酩酊し，配慮できる状態になかった。

身を守るために，回避行動が必要だった。

XがYを知ってから，3年が経過している。

Q：様相限定詞

(法律上の推定)

抗弁

W：推論保証（論拠）
故意又は過失によって損害を発生させ

た者は，それによって生じた損害を

賠償する責任を負う。

B：裏づけ

必要なことは認められる。ただし

損害を最小するような配慮が必要。

請求原因

法廷での議論の図式化（トゥールミン図式）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
上記の交通事故の場合を含めて，不法行為が問題となる事件の原告と被告の攻防を図式化してみます。■このような法廷弁論を図式化するのに適しているのが，のちに詳しく説明するトゥールミン図式です。★トゥールミン図式によれば，原告は，データ（主要事実）を示し，論拠（請求原因）を示して，請求を主張します。■これに対して，被告は，データ（主要事実）を否認することもできますし，データを認めつつ，論拠に対して反論（抗弁）を行うことによって，原告の主張を覆滅することができます。■裁判官は，両者の言い分をよく聞き，論拠と反論を裏付ける原理を考慮しつつ，憲法と法律の条文に基づいて，結論を下します。■



IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

法的議論
の能力

Argument 原告・被告の議論

Conclusion 具体的な結論

法律家の思考方法としてのアイラック(IRAC)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
法律専門家（裁判官，検事，弁護士）の思考方法は，アイラックという思考方法であると考えられています。■★アイラックというのは，以下に示すように，紛争事件を解決するための思考方法とその順序（事案の分析，仮説と仮の結論，反対説との間の議論，結論）を示すものです。■　I（Issue）とは，争点，すなわち，争いになっている事実関係は何かを明らかにする作業です。■　R（Rule）は，争いとなっている事実に適用すべきルールを発見する作業です。■ただし，発見した事実によって適用すべきルールが発見される，逆に，発見されたルールから見ると，重要な事実が再発見されるというように，IとRとは，相互に密接な関係にあります。■　A（Application/Argument）とは，原告が主張する事実と被告が主張する事実に相違があるのが普通であり，したがって，それぞれの事実に適用すべきルールも異なることになるため，法の適用の結果は，分裂することになります。■そこで，事実と適用すべきルールの適切性について，議論をすることになります。そのような議論を通じて，「真実」と「正しい法」の適用に接近する道が開かれることになります。■　C（Conclusion）とは，このような厳しい議論を通じて得られる結論，すなわち，判決です。■



ルールの発見事実の発見

ルール 1

事実 1 事実 2

ルール 2

他のルールの発見
と他の事実の発見

事実 3

事実とルールとの相互関係

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★アイラック（IRAC）は，弁論や論文の作成においては，その順序で書くのがわかりやすいのですが，実際の作業においては，I（争点となる事実）の発見とR（事実に適用されるルール）の発見とは，「行きつ，戻りつ」を繰り返しながら，同時に発見されます。■なぜなら，ルールが適用される事実を発見するためには，ルール1の構成要素である要件があるかどうかという観点から事実を眺めることによって，重要な事実（事実1，事実2）が浮かびあがってきます。■★逆に，重要な事実2が明らかになると，今度は，それに適用されるべき新しいルール2が浮かび上がってきます。■このように，I（争点の発見）のためには，R（ルールの発見）が重要な役割を果たしていますし，R（ルールの発見）には，適用されるべき事実が明確となっている必要があるのですから，両者を切り離して考えることはできないのです。■



債務者に
帰責事由あり

履行不能

債務者に帰責事由なし

債権者だけに
帰責事由あり

控訴審判決（肯定）
調査官解説
最高裁判決

少数説
債権法改正

543条
（解除）

536条1
項（債務
者主義）

536条2
項（債権
者主義）

差戻審（否定）

漁網用タール事件（最三判昭30・10・18 ）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは，漁網用タールの売買事件という有名な判決を通じて，事実の発見とルールの発見の相互作用について，説明します。■★民法のルールでは，売買の目的物の引渡しに関する債務者である売主にキセキ事由がある場合には，■★民法543条が適用され，債権者である買主は契約を解除することができます。■タール事件の原審判決はこの立場をとっていました。■これに対して，差し戻し後の高裁判決は，債務者である売主に過失がないとして，債権者である買主の解除権を否定しました。■事実認定によっては，そのような判断はありうるのですが，債務者の過失なしに履行不能となった場合には，つぎに，危険負担の問題に移らなければなりません。■差し戻し後の高裁判決が，危険負担の問題を無視して，「本訴請求はその余の点について判断するまでもなく失当として棄却を免れない。」としたのは，理論的には，致命的な誤りです。■★債務者（売主）に過失がない場合には，問題は，二つに分岐します。■第1に，債務者にも，また，債権者にも過失がない場合には，■★危険負担の債務者主義の原則規定である民法536条1項が適用され，反対債権である代金債権は消滅します。■その結果，債権者である買主は，代金の支払をまぬかれますので，買主が勝訴します。■本件では，どの裁判所も，この判断を下していませんが，理論的には，実は，これが，原則です。■★第2に，債務者には，キセキ事由がなく，債権者だけにキセキ事由がある場合，例えば，債権者である買主に受領遅滞がある場合には，■★民法536条2項が適用され，債権者である買主は，目的物が滅失したにもかかわらず，反対債権が残るため，買主は，代金債権を履行しなければなりません。■この場合には，買主が敗訴します。■



アイラック（IRAC）に従った
具体例（交通事故）のリポートの書き方

 I（争点，事実関係）
 被告は，自己の車を運転するに際して，

前方不注視という過失によって，自転車
で走行中の原告に衝突し，原告に全治3
か月の大怪我をさせるという損害（100
万円）を生じさせた。

 原告は，被告に対して，損害賠償を請求
しているが，被告は，損害賠償をする責
任はないとして争っている。

 R（ルール）
 民法709条（不法行為による損害賠償）

 民法720条（正当防衛及び緊急避難）

 A（適用と議論）
 原告の主張通り，民法709条の要件は

満たされている。

 しかし，被告が原告に衝突したのは，対
向車が車線を越えて向かってきたため，
被告は緊急避難としてとっさにハンドル
を切ったためである。

 C（結論）
 民法709条（原則）が適用される場合で

も，民法720条（例外としての免責事由：
正当防衛・緊急避難）の条件が満たされ
ている場合には，被告は原告に対して
責任を負わない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アイラックを使って，具体例の解決案をまとめるとどうなるでしょうか?■実際の判決では，先に判決の結論を示し（主文），争点を明らかにし（争点），事実への法の適用を述べます（判決理由）。■しかし，普通の報告書であれば，以下のように書くのがわかりやすいでしょう。■★I（争点）■★被告は，自己が所有する車を運転するに際して，前方不注視という過失によって，自転車で走行中の原告に衝突し，原告に全治3か月のおお怪我をさせるという損害を生じさせた。■★原告は，被告に対して，損害賠償を請求しているが，被告は，損害賠償をする責任はないとして，争っている。■★R（ルール）■★民法709条（不法行為による損害賠償）■故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，これによって生じた損害を賠償する責任を負う。■★第720条（正当防衛及び緊急避難）■�第1項▲　他人の不法行為に対し，自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため，やむを得ず加害行為をした者は，損害賠償の責任を負わない。ただし，被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。■�第2項▲　前項の規定は，他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。■もっとも，実務では，このほかに，民法715条，および，民法の特別法である自動車損害賠償保障法▲第3条▲が問題となりますが，ここでは，民法709条だけを使って説明します。■★A（適用と議論）■★原告の主張通り，民法709条の要件は満たされている。■★しかし，被告が原告に衝突したのは，対向車が車線を越えて向かってきたため，被告は，正当防衛，または，緊急避難として，とっさにハンドルを切ったためである。したがって被告は，民法720条2項によって責任を免れる。■★C（結論）■★民法709条（原則）が適用される条件が満たされている場合であっても，民法720条（例外としての免責事由：正当防衛・緊急避難）の条件が満たされている場合には，被告は原告に対して責任を負わない。■



D：データ

(根拠)
C：主張

（結論）

W：推論保証

(論拠)

トゥールミン図式（1/3）原型

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★トゥールミン図式の原型は，演繹推論としての三段論法を図式化したものです。■トゥールミンの図式の原型には，議論をする場合の心構えとして，以下の三つの点を明らかにすべきことが明確に示されています。■第1に，議論を始める場合には，（Data：根拠）を示して，現状には問題があることを示さなければなりません。言いたいことだけをいっても，事実に基づかない主張では，聞き流されるだけでしょう。■第2に，データから生じている問題を解決するためには，どうすべきなのか，自分の言いたいこと（Claim：主張）を明確に示すことが必要です。結論が示されないのでは，議論になりません。■第3に，データから提起される問題から，結論としての主張が導かれるのは，なぜなのか，相手方が一応なりとも納得できるような理由（Warrant：推論保証，すなわち，論拠）を示すべきです。■以上の三つの要素が揃ってこそ，建設的な議論が可能となるのです[トゥールミン・議論の技法（2011）147頁]。■



D：データ

（事実関係）

C：主張

（結論）

R：反論

(…でない限り)

Q：様相限定詞

（推定：おそらく）

W：推論保証

(論拠)
(仮言的言明)

なので

B：裏づけ

(定言的言明)
(定義,条文,統計)

トゥールミン図式（2/3）完成型

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さきに示したトゥールミン図式の原型は，単に三段論法を図式化したものであり，汎用的ではありません。■★それに対して，トゥールミン図式の完成型は，その原型に，以下の三つの枠を追加しています。■第1は，「主張（Claim）」の様相を限定する「十中八九」とか「おそらく」という「様相限定詞（Qualifier）」という枠です。■第2は，（Data）を根拠づける論拠（Warrant）について，それをさらに強化する裏付け（Backing）の枠です。■もっとも，「W：推論保証（論拠）」と，「B：裏づけ」との区別は，わかりにくいかもしれません。■トゥールミン自身の記述[トゥールミン・議論の技法（2011）154 頁]によれば，「W：論拠」は反駁可能な「カゲン的言明（A ならばB である）」とされていますので，要件と効果で書かれた法律の条文も「W：論拠」に含まれることになります。■これに対して，「B：裏づけ」は「定言的事実命題（A である）」とされていますので，反駁を予定していない定義や公理がこれに含まれることになると，私は考えています。■第3は，相手方に「反論（反対事実の証明）」を許すための反論枠です。■この三つの枠を付け加えることによって，トゥールミン図式は，三段論法では扱うことができなかった，例外を含む命題を含めて，あらゆる議論を分析する強力な道具とすることができるようになりました。[トゥールミン・議論の技法（2011）153頁]■なぜなら，トゥールミンの図式の完成型によれば，必ずしも従来の論理学や法律を根拠とせずに，「常識」を論拠としても，説得的な議論を展開することが可能となるばかりでなく，あらゆる議論のプロセスをこの図の中に正確に位置づけることができるようになったからです。■



D：データ

(事実関係)
C：請求

(結論)

R：反論

条文(但し書き)

Q：様相限定詞

(法律上の推定)
×

W：推論保証

条文(要件→効果)

請求原因

B：裏づけ

(定義又は原理)

トゥールミン図式（3/3）法的議論の図式

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★トゥールミン図式を法的議論に応用してみると，事実に基づいた主張の論拠（Warrant）と反論（反対事実の証明）とを融合する方法として，裏づけ（Backing）をうまく利用する方法が見えてきます。■トゥールミン図式を見て不思議に思うのは，論拠には，それを強化する裏付け（Backing）があるのに，反論（反対事実の証明）には，その裏付けが用意されていないことです。■そこで，私は，反論にも裏付けを与える図式を考えてみることにしました。■そして，法律の条文に即して考えると，反論（反対事実の証明）は，本文の但し書きにあたる部分であるため，本文と但し書きをひとつにまとめる原理を示すと，それが，当事者双方が納得して紛争を解決するための共通の裏付け（Backing）であることに気づきました。■したがって，私は，トゥールミン図式を少し変形して，交渉を通じて当事者が合意（和解）に達するための議論の図式（トゥールミン図式の応用型）として示すことにしています。■



Ⅲ ヴェン図による解釈方法論

１．法解釈の必要性と法解釈の種類

２．民法770条の解釈
この解釈を通じて，民法の条文の理想的な形を知ることができる。

３．民法612条の解釈（例文解釈）
条文と反対の結論を導くという離れ業を習得できるようになる。

民法770条の解釈と合わせて，改正法案が作成できるようになる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第3部では，法解釈の方法論にヴェン図を利用することによって，解釈方法の全体像を描けるようになることを試みます。■★第1に，法にはなぜ解釈が必要となるのか，法の解釈にはどのような種類があるのかを考察します。■★第2に，民法770条（裁判上の離婚原因）を取り上げます。■★そして，民法の条文の理想的な形式とはどのようなものか考察します。■★第3に，民法612条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）を取り上げます。■★そして，この条文の判例による解釈を通じて，条文の結論とは反対の結論を導くという解釈技術をマスターすることにします。■★このような解釈技術を習得すると，市民にとってわかりやすい改正法案を作成することもできるようになります。■



「車馬通行止め」の解釈（1/2）

車 車 馬

木馬

馬

牛

おもちゃ

拡大解釈 縮小解釈

車 馬

飛行船

類推解釈

車 馬

人間

反対解釈

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
法の解釈の種類について，「車馬通行止め」という伝統的な例を挙げて説明することにします。■もしも，公園の入り口に「車馬通行止め」というルールが掲示されており，これ以外にはルールが存在しないとして，具体的な例をこのルールのみによって解決することができるかどうかを議論しようというものです。■★第1は，公園に牛を連れて入ろうとした人がいた場合です。この場合，ルールには，牛は出てきませんが，ルールに出てくる馬という概念を大型動物という概念にまで拡大すると，牛の入園を禁止できます。このような解釈を「拡大解釈」といいます。■★第2の例は，車や馬を連れて入園しようとした人がいた場合です。この場合，入園を禁止するのが，「文理解釈」です。■しかし，車と馬をよく見ると，実は，子どもが持ってきたおもちゃのトラックと，木馬だったとします。この場合は，入園を許可しても問題がないので，車馬でも，おもちゃは例外だと解釈することができます。車馬の概念をおもちゃについて縮小するので，この解釈を「縮小解釈」といいます。■★第3は，飛行船が公園に着陸しようとした場合です。この飛行船を公園に着陸させるには，危険が大きすぎると判断されたとします。しかし，ルールでは，入園を禁止できるのは，車と馬だけです。拡大解釈しても，せいぜいが，大型動物どまりです。■そこで，類推解釈に助けを求めます。■「類推解釈」とは，「似ているものは，同じように扱うべし」という法格言から導かれる解釈であり，普通は似ていない男と女でも，兄弟だと似ているという経験則を活用します。■つまり，「類推解釈」とは，問題となっている概念（飛行船）について，上位の親概念（乗り物）へと飛躍し，その上で，その下位概念（車，馬）のうち，似ている兄弟姉妹（車）に戻って同じように扱うべきだとする方法です。■★第4は，人間が単独で入園しようとした場合です。■驚くべきことに，人間については，ルールがありません。ルールに出ているのは，車馬だけです。■ルールに書かれている概念の補集合を考え，その補集合については，反対の結果が導かれると考えるのが反対解釈です。■反対解釈によれば，車馬通行止めには，人間が含まれておらず，車馬の補集合，反対概念には，反対の結果として，入園を許可するという結果となります。■反対解釈は，AならばBであるというルールに対して，￢Aならば￢Bと考えるという推論なので，厳密には，AならばBかつBならばAということが成り立っている時だけに使える推論です。■ある概念の補集合というのは，非常に広い概念なので，反対解釈は非常に危険な解釈といえます。特に車馬通行止めというルールは，非常にプリミティブなルールなので，例えば，銃器を持ち込もうとしている「人間」を止めることができません。■私の経験上も，通説が誤りに陥っている場合の大半は，安易な反対解釈に陥っている場合が多いと考えています。■たとえば，事実的因果関係として通説的地位を有している「あれなければ，これなし（cine qua non）」という法理も，実は，非常に危険な推論であって，特に複数原因がある場合の因果関係の判定には利用できないことに注意しなければならないと，私は考えています。



D：データ

(車イスに乗った

子が公園に登場)

C：請求

(通行止め)

R：反論

(自転車を押して

いるのと同じ)

Q：様相限定詞

(おそらく)
×

W：推論保証

(車馬通行止め)

B：裏づけ

(大型乗り物は危

険・通行止め)

「車馬通行止め」の解釈（2/2）車椅子の事例

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「車馬通行止め」のルールの解釈で，最も困難な場合として，問題となっている対象が，「車馬」に明確に該当するにも関わらず，解釈として反対の結論を導くという場合，すなわち，「例文解釈」の例を考えてみて，次の議論の橋渡しをすることにしましょう。★「車馬通行止め」というルールだけが存在する公園に，電動車イスに乗った子供が入園の許可を求めたとしましょう。■電動車イスは，明らかに車です。しかし，この場合には，障害者の保護のためにも，入園を許可すべきだと判断したとします。その場合に，ルールに例外規定を設けるのではなく，電動車イスについて，入園を許可することを解釈によって導くことができるのでしょうか?■その方法を実現するのが，「例文解釈」という方法です。■まず，「車馬通行止め」のルールにおける「車馬」は，制限列挙ではなく，例示だと考えます。そして，入園が禁止される真の要件とは，公園で遊ぶ子供たちにとって「危険な大型乗り物又は危険な動物」であり，「車馬」は，真の要件を象徴する単なる「例示」だと考えるのです。■そうすると，車馬以外にも，ライオンやトラ，飛行機等の入園禁止とすることができますし，反対に，小動物である猫や子犬の入園を許可する可能性も出てきます。さらに，自転車であっても，乗らずに押して入るのなら入園を許可するとか，車イスも入園を許可することができます。■以上の考え方を使って，民法の中でも，最も解釈が困難といわれている，民法770条とか，民法612条とかの解釈に対して，トゥールミン図式とヴェン図を使う方法で挑戦してみましょう。■



裁判上の離婚原因（現行法）

第770条（裁判上の離婚）
①夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の訴えを提起す

ることができる。
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。

 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

 四 配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見込みがないとき。

 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

②裁判所は，前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合
であっても，一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めると
きは，離婚の請求を棄却することができる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法770条（裁判上の離婚）は，以下のように規定しています。■★第1項▲夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の訴えを提起することができる。■　★第一号　配偶者に不貞な行為があったとき。■　★第二号　配偶者から悪意で遺棄されたとき。■　★第三号　配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。■　★第四号　配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見込みがないとき。■　★第五号　その他 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。■★第2項▲裁判所は，前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても，一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは，離婚の請求を棄却することができる。■



離婚申し立ての原因
司法統計年報：離婚の申し立ての動機別割合 －平成10年－

夫の言い分 妻の言い分

順位 夫からの離婚申立て 当てはめ 順位 妻からの離婚申立て 当てはめ

1 性格の不一致 － 1 性格の不一致 －

2 親族との折り合いが悪い － 2 暴力をふるう －

3 異性関係 1号 3 異性関係 1号

4 浪費 － 4 生活費を渡さない －

5 異常性格 － 5 精神的虐待 －

6 同居に応じない － 6 浪費 －

7 精神的虐待 － 7 家族を捨てて省みない 2号

8 性的不満 － 8 親族との折り合いが悪い －

9 家族を捨てて省みない 2号 9 酒を飲みすぎる －

10 暴力をふるう － 10 異常性格 －

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★司法統計年報（平成10年度）によると，離婚の申し立ての動機別の割合をみると，現実の社会では，何が，離婚原因となっているかがよくわかります。■表の右の欄の「当てはめ」を見てみると，民法770条の裁判上の離婚原因に該当する場合というのは，わずかな例に過ぎないことが分かります。■民法770条の裁判上の離婚原因の最大の欠陥は，夫が妻に，まれに，妻が夫に「暴力をふるう」ことが離婚原因として，明示されていない点でしょう。■そのほかにも，民法752条（同居，協力及び扶助の義務）の違反が離婚原因として明示されていない点も問題でしょう。■もちろん，これらの例は，民法770条1項▲5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」抽象的な規定に該当することになるのですが，1号から4号までの規定のように，明確に例示すべきだと，私は考えています。■



民法770条（裁判上の離婚原因）の分析

婚姻を継続しが
たい重大な事由
（民法770条1項5

号）

・不貞行為
・悪意の遺棄
・生死不明

・強度の精神病
（民法770条1項1

～4号）

 民法770条（裁判上の離婚）

 ②裁判所は，前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合で
あっても，一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは，
離婚の請求を棄却することができる。

真の離婚原因真の離婚原因
離婚原因ではない

（推定の前提）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
法律の解釈で最も困難な場合と言うのは，条文に書かれた要件が正確でない場合です。■★例えば，先に見たように，民法770条1項の要件のうち，1号から4号までの要件は，5号の要件を推定する要件に過ぎません。■★したがって，1号から4号までの要件が証明されたとしても，■★2項によって，それが，「婚姻を継続しがたいジュウダイな事由」があると認められない場合には，■★離婚が認められないのです。■　■



裁判上の離婚原因（改正私案）
民法第770条の改正私案（構造化）

①：要件，②：例示（推定の前提）

 ①夫婦の一方は，婚姻を継続し難い重大な事由があるときに限り，離婚の
訴えを提起することができる。

 ②以下の各号に該当する場合には，婚姻を継続し難い重大な事由がある
ものと推定する。
 一 配偶者に不貞な行為があつたとき。

 一の二 配偶者から虐待を受けたとき。

 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 二の二 配偶者が，第752条の規定に違反して，協力義務を履行しないとき。

 二の三 配偶者が，第760条の規定に違反して，婚姻費用の分担義務を履行しないとき。

 三 配偶者の生死が3年以上明かでないとき。

 三の二 夫婦が5年以上別居しているとき。（←民法改正要綱案参照）

 四 配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見込がないとき。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上の議論を踏まえて，民法770条を市民にとってわかりやすくするための改正案を作成してみましょう。★民法770条（裁判上の離婚）の改正案をについて，第1項を真の要件，第2項を真の要件を法律上推定する事実として構造化し，以下のように提案することができます。■★民法770条（改正案）▲第1項▲　夫婦の一方は，婚姻を継続し難い重大な事由があるときに限り，離婚の訴えを提起することができる。■★民法770条（改正案）▲第2項▲　以下の各号に該当する場合には，婚姻を継続し難い重大な事由があるものと推定する。■　★第一号　配偶者に不貞な行為があったとき。■　★第一号の二　配偶者から虐待を受けたとき。■　★第二号　配偶者から悪意で遺棄されたとき。■　★第二号の二　配偶者が，第752条の規定に違反して，協力義務を履行しないとき。■　★第二号の三　配偶者が，第760条の規定に違反して，婚姻費用の分担義務を履行しないとき。■　★第三号　配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。■　★第三号の二　夫婦が5年以上別居しているとき。（←民法改正要綱案参照）■　★第四号　配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見込みがないとき。■



民法612条（無断譲渡・転貸と契約解除）

第612条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）
①賃借人は，賃貸人の承諾を得なければ，その賃

借権を譲り渡し，又は賃借物を転貸することがで
きない。

②賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借
物の使用又は収益をさせたときは，賃貸人は，契
約の解除をすることができる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
民法の解釈の中で，最もむつかしいといわれている，民法612条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）の解釈について説明します。■この場合の「例文解釈」という解釈が理解できるようになり，それに沿った改正案（すなわち，真の要件と法律上の推定を受ける例示規定とを区別して構造化する改正案）が提案できるようになると，その人は，「法的推論をマスターしている」と認められることになります。■★民法612条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）は，以下のように規定しています。■★第1項▲賃借人は，賃貸人の承諾を得なければ，その賃借権を譲り渡し，又は賃借物を転貸することができない。■★第2項▲賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは，賃貸人は，契約の解除をすることができる。■



無断転貸の例の図解

賃貸借契約

転貸借
契約

（賃貸人の

承諾なし）

契約解除
(民法612条2項)

賃貸人 賃借人

転借人
（賃借人の妻）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
民法612条に関する事例を紹介します。■★夫は宅地を賃借し妻はその地上に建物を所有して同居生活をしていました。■★しかし，その夫婦は離婚することになり，★夫が妻へ借地権を貸主に無断で譲渡しました。■★このため，貸主が民法612条2項に基づいて，賃貸借契約の解除と，★妻に対して，建物の取り壊しと土地の明渡を求めました。■★裁判所は，賃貸人は右同居生活および妻の建物所有を知って夫に宅地を賃貸したものであるなどの事情があるときは，借地権の譲渡につき賃貸人の承諾がなくても，賃貸人に対する，「背信行為」とは認められない特別の事情があるというべきであるとして，賃貸人の訴えを棄却しました。■



民法612条のトゥールミン図式

おそらく

賃借人が無断で
賃借物を転貸した。

賃貸人は，賃貸借
契約を解除する。

賃借人は，民法
612条1項に違
反しており，2項
に基づいて契約
を解除できる。

無断譲渡・転貸の場合に賃貸借契約を解除できるかどうか：
1. 継続的契約関係の当事者が，信頼関係を破壊したときは，契約を解除できる（原則）。
2. 賃借人が無断譲渡・転貸を行ったときは，信頼関係の破壊が推定される（推定規定）。
3. 信頼関係を破壊したと認められない事由があるときは，契約は解除できない（例外）。

背信行為と認め
るに足りない特

段の事由がある。

誤り

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
裁判での議論をトゥールミンの議論の図式で表現すると図のようになります。■★（データ）　賃借人は，賃貸人に無断で賃借目的物を第三者に転貸した。■★（主張）　賃貸人は賃貸借契約を解除する。転借人は，建物を取り壊して土地を明け渡せ。■★（論拠）　民法612条2項は，賃借人が賃貸人に無断で賃貸目的物を譲渡したり，転貸した場合には，賃貸人は賃貸借契約を解除できると規定している。■★（反論）　賃貸人は，賃貸人と転借人とが夫婦であり，転借人が建物を所有していることを知りながら賃貸借契約を締結した。たとえ賃貸人の同意を得ていないとしても，離婚に際して，夫が財産分与として，妻に賃借権を譲渡したり転貸したりすることは，背信行為と認めるに足りない特段の事由がある。■★（裏づけ）は，以下のようになります。■★1. 原則：賃借人との間の信頼関係が破壊されるに至ったときは，賃貸人は，契約の解除をすることができる。■★2. 法律上の推定：賃借人が，賃貸人の承諾を得ないで，その賃借権を譲り渡し，又は賃借物を転貸したときは，信頼関係が破壊されたものと推定する。■★3. 例外：賃借人の行為が，賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があることを賃借人が証明したときは，賃貸人は，契約の解除をすることができない。■



民法612条（無断転貸）の分析

信頼関係破壊
（法理）

・無断譲渡
・無断転貸

（民法612条）

真の解除原因真の解除原因

 第612条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）

 ①賃借人は，賃貸人の承諾を得なければ，その賃借権を譲り渡し，又
は賃借物を転貸することができない。

 ②賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益
をさせたときは，賃貸人は，契約の解除をすることができる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法612条の要件と効果をヴェン図を使って説明すると以下のようになります。■★民法612条は，賃借権の無断譲渡または無断転貸の効果を契約解除としています。■★しかし，賃借権の無断譲渡又は無断転貸が解除につながるのは，そのことによって，賃貸人と賃借人の間の「信頼関係」が破壊され，契約を継続する利益が失われるからです。■★したがって，たとえ，民法612条に規定されていない，無断増改築とか，3か月以上の賃料不払いは，信頼関係を破壊するものとして，賃貸借契約の真の解除理由となります。■反対に，たとえ，民法612条に規定されている要件が満たされたとしても，それが，信頼関係を破壊しない場合には，最高裁の判決が明らかにしているように，契約解除ができるわけではないのです。■



民法612条（無断転貸）の分析

信頼関係破壊
（法理）

・無断譲渡
・無断転貸

（民法612条）

 最一判昭41・1・27民集20巻1号136頁

 土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸し
た場合においても，賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認
めるに足りない特段の事情があるときは，賃貸人は民法612条2項に
よる解除権を行使し得ない。

真の解除原因真の解除原因
解除原因でない
（推定の前提）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
リーディングケースとされる，最高裁判所第一法廷　昭和41年1月27日判決　最高裁民事判例集20巻1号136頁の要旨は，以下の通りです。■土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく，★その賃借地を他に転貸した場合においても，■賃借人の右行為を　★賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは，■賃貸人は民法612条2項による解除権を行使し得ない。■この判決を通じて，民法612条2項には，例外が存在すること，継続的な契約関係においては，解除原因は，信頼関係が破壊されたとき，すなわち，契約を継続する利益が失われ，契約目的が達成できないことが，唯一の解除原因となることが明らかにされたのです。■



「信頼関係破壊の法理」はいかにして発見されたのか

社会的背景

住宅事情
の悪化

賃借人保護の
必要性

判例

信義則・権利濫用
の活用

事実認定の工夫

背信行為に当たら
ない場合に解除を

制限

学説

解雇権濫用禁止の
法理の類推

末弘・川島・戒能

「信頼関係破壊
の法理」の確立

広中俊雄『債権各論講義』有斐閣（1979）173－180頁参照。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法612条の解釈のように，一見，条文とは異なる解釈が生じたのには，それなりの理由があります。■★第1に，社会的背景としては，住宅事情の悪化を受けて，賃借人の保護を図る必要がありました。■★第2に，判例は，具体的な事例を通じて，賃貸人による解除が不当と思われる場合には，民法1条の信義則とか権利濫用の法理とかを使って，解除を制限したり，事実認定において，無断転貸とは言えないというような工夫をして，賃貸人の解除を抑制し，次第に，背信的行為に当たらないという特段の事情が認められる場合には，解除はできないとの一般法理を定立するようになります。■★学説も，末広，川島，戒能等の先進的な学説が，判例と協調しながら，解雇権濫用禁止の法理の類推等を活用し，最終的には，継続的な契約関係における「信頼関係破壊の法理」を確立していきます。



民法612条（改正私案）

第612条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）（民法改正私案）
①賃借人が契約の目的に違反して使用又は収益をしたため，賃

貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されるに至ったときは，
賃貸人は，契約の解除をすることができる。

②賃借人が，賃貸人の承諾を得ないで，その賃借権を譲り渡し，
又は賃借物を転貸したときは，信頼関係が破壊されたものと推
定し，賃貸人は，契約の解除をすることができる。

ただし，賃借人の行為が，賃貸人に対する背信行為と認めるに
足りない特段の事情があることを賃借人が証明したときは，賃貸
人は，契約の解除をすることができない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
契約当事者間の信頼関係が破壊されないような特別の場合には，条文の文言にもかかわらず，判例は，賃貸借契約を解除することはできないと判断しています。■★このことを条文にも反映させるため，民法612条の改正案を作成してみましょう。■★第612条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）（民法改正私案）★①賃借人が契約の目的に違反して使用又は収益をしたため，賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されるに至ったときは，賃貸人は，契約の解除をすることができる。■★②賃借人が，賃貸人の承諾を得ないで，その賃借権を譲り渡し，又は賃借物を転貸したときは，信頼関係が破壊されたものと推定し，賃貸人は，契約の解除をすることができる。■★ただし，賃借人の行為が，賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があることを賃借人が証明したときは，賃貸人は，契約の解除をすることができない。■



学習目標到達度のチェック

 第1問
 法の解釈はなぜ必要なのか。条文の根拠を示して答えてください。

 ヒント 憲法にヒントとなる条文があります。

 第2問
 法律の条文のうち，市民にとってわかりやすい条文というのは，どのような構造を持ってい

るのでしょうか。条文の例を挙げて説明してください。

 ヒント：民法770条を例とって，第1項第1号～第4号と，第5号との区別を説明するのがよいでしょう。

 第3問
 民法の条文のうちで，解釈が最も難しいとされる民法612条を例にとって，判例の見解を吸

収できるような条文の改正案を提案してください。
 ヒント：信頼関係破壊の法理を条文に盛り込むとよいでしょう。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このプレゼンテーションを通じて，以下の三つの問いに答えることができるようになったことと思います。■  ★第1問です。■★法の解釈は，なぜ必要なのでしょうか? ■  ★このことを，なんとなくというのではなく，条文の根拠を示して説明できるでしょうか? ■  ★第2問です。■★法律の条文の理想の形は，具体的でわかりやすい法律上の推定の前提となる，「例示」と，抽象的ではあるが，「真の法律要件」との二つの類型によって構成されます。■  ★このことを，民法770条（裁判上の離婚原因）を例にとって，説明できるでしょうか? ■  ★第3問です。■★法律の条文の理想の形が理解できたならば，それに沿って，民法770条，または，民法612条の改正案を，自分なりに，構造的に作成し，提案することができるでしょうか? ■  ★真の法律要件を最初に持ってくるように工夫してみましょう。■このプレゼンテーションを見る前までは，おそらく，皆さんは，以上の三つの問いに答えることはできなかったと思います。■  さて，このプレゼンテーションを見た後では，以上の三つの問いに答えることができるようになったでしょうか。■まずは，口頭でいえるようになったかどうか，次に，メモに書いてみて，理解がクリアになっているか，確認しましょう。■うまく答えられない場合には，問いに答えることを意識しながら，もう一度プレゼンテーションを見てみてください。■



民法適用頻度 Best20
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これで，法的推論の基礎の講義を終わります。■最後までご覧いただき，ありがとうございました。■最後に，民法の条文のうち，裁判所によって，最もよく適用されている条文，すなわち，民法適用条文のベスト・ツェンティを挙げておきます。■民法を学習するのであれば，これらの条文から学習を開始すると，楽しく学習ができると思います。■
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