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 六法とノートを用意してください。
 条文が出てきたら必ず六法で確かめましょう。
 疑問点は，ノートに書きとめ，理解できたら，メモを追加しましょう。
 そのノートがあれば，定期試験の準備がとても楽になります。
 しかも，そのノートは，あなたの一生の宝になることでしょう。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★この講義のタイトルは，債権総論1です。■■第1回は，この講義のオリエンテーション（序論）です。★この講義を担当する，明治学院大学 法学部教授★加賀山 茂です。■この声は，私のナマの声ではなく，合成音声です。■よろしくお願いします。■★六法とノートを用意してください。★条文が引用されている箇所では，必ず，六法を開いて，その条文を読むようにしましょう。★わからない箇所に出会ったら，そこで止まらずに，どこがわからないのかをノートにメモし，先に進みましょう。■学習が進んで，ノートに書いた疑問点が理解できたら，もとにもどって，それをノートにつけ加えておきましょう。それが，あなたの成長の記録になります。★そのノートがあれば，定期試験の準備が，らくになるだけではありません。そのノートは，あなたの一生の宝となるはずです。



自己紹介
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加賀山 茂（かがやま しげる）

明治学院大学法学部教授

明治学院大学大学院法と経営学研究科委員長

名古屋大学名誉教授

専攻：民法，消費者法，法情報学

全ての情報は，以下のURLにあります。

http://lawschool.jp/kagayama/

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★講義に先立って，自己紹介をします。★私の名は，加賀山 茂です。★現在，明治学院大学，法学部の教授です。★今年度から発足する，わが国で最初の大学院である「法と経営学」研究科の委員長を務めています。★私は，大阪大学の出身ですが，その後，長く名古屋大学で務めていたため，名古屋大学から名誉教授の称号をいただいております。★私の専門は，民法と消費者法と法情報学です。消費者保護の視点に立って，民法と法情報学を研究しています。★私の頭の中を知ろうと思えば，ぜひ，私のホームページを検索して，ご覧ください。http://lawschool.jp/kagayama/ です。　私の業績を含めて，すべての情報が，このホームページに掲載されています。

http://lawschool.jp/kagayama/


目次
 明治学院大学の建学の精神

 法学部の教育理念，ミッション

 民法における“Do for others”

 法律家の思考方法（アイラック（IRAC））
 基本と応用との関係（職業経験からの教訓）

 民法一般（民法の体系と適用頻度）

 民法の体系と分野別の適用頻度

 民法の条文の適用頻度

 債権総論（その1）
 債権総論の位置づけ

 債権総論の内容

 債権の目的

 債権とは何か

 債権の目的と目的物との区別，債権の種類

 債権の効力

 対内的効力，対外的効力

 多数当事者の債権・債務関係

 連帯債務，保証

 レポート課題

 定期試験仮想問題

 参考文献，課外（推薦）図書

 債権総論（その2）
 債権の移転

 債権譲渡

 債務務引受，契約上の地位の譲渡

 債権の消滅

 弁済，相殺，更改，免除，混同

 債権各論

 契約

 契約総論，契約の流れ

 契約各論，１３の典型契約

 事務管理

 不当利得

 不法行為，電気回路図による理解

 人格形成－リーダーの資質

 人格とは何か，人格形成のプロセス，

 能動的市民の資質，同調圧力と付和雷
同，和の精神，

 新しい教育目標

 活用すべき文献
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★この講義の目次です。■★本論に入る前に，明治学院大学のけんがくの精神“Do for others”と民法との関係について述べます。★また，法律家の思考方法であるアイラック（IRAC）と議論の方法であるトゥールミン図式を紹介します。★さらに，民法の体系を説明します。★その後に，民法の条文別の裁判所による適用頻度を詳しく説明します。■★この講義は，債権総論1です。★この講義の目的は，債権総論の前半部分である，債権の目的，債権の効力，多数当事者の債権・債務関係を理解することにあります。■★債権の後半部分である，主体の変更，債権の消滅については，債権総論▲2▲で講義します。　したがって，その範囲外にある債権各論の具体的な問題については，ここでは扱いません。★付録では，明治学院のけんがくの精神と法学部の教育理念に関係する，人格教育，能動的市民の育成の条件について言及しています。



練習問題 目次
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練習問題１：明治学院大学の建学の精神

練習問題2：法学部生の売り

練習問題3：法律家の思考方法

練習問題4：民法の体系

練習問題5：民法適用条文ベスト10

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★練習問題の目次です。■テーマの区切りごとに練習問題を出しているので，そのテーマについて，理解が進んだかどうかをチェックし，答えることができない場合は，本文を復習したり，参考文献を読んだりして答えてください。■　五つの練習問題は，以下の通りです。　★練習問題1：明治学院大学のけんがくの精神　★練習問題2：法学部卒業生の売り　★練習問題3：法律家の思考方法■今回の講義で扱うのは，以上の3題です。■練習問題4以降は，つぎの講義で扱います。　★練習問題4：民法の体系　★練習問題5：民法▲適用条文▲ベスト10



明治学院大学の建学の精神
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明治学院大学学則 第1 条
明治学院大学は，基督教による人格
教育を基礎とし，広く教養を培うととも
に，

深く専門の学芸を教授研究し，知的
応用能力を発揮させることを目的とす
る。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★明治学院大学の「けんがくの精神」とは何でしょうか?■■本論に入る前に，私が勤務している明治学院大学の「けんがくの精神」について考えることにします。★明治学院大学 学則の第1条は，以下のように規定しています。★「明治学院大学は，基督教による人格教育を基礎とし，広く教養を培うとともに，★深く専門の学芸を教授研究し，知的応用能力を発揮させることを目的とする。」★ここでいう，人格教育における「人格とは何か?」，「人格形成はどのようにして行われるのか?」について興味のある方は，アンダーラインが引かれている項目をクリックしてください。■人格形成の方法について学ぶことができます。■その項目を読み終わって，そこにある「けんがくの精神」の項目をクリックすると，また，この箇所に戻ってくることができます。



法学部の教育理念
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法学部

法学部は，建学の精神であるキリスト教主
義教育の伝統にのっとり，

他者とりわけ弱者を尊重する自由で平等
な社会を主体的に作り上げていくことがで
きる，

専門的知識を備えた能動的な市民を育成
することを教育理念とする。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★法学部の教育理念，または，教育目標は，何でしょうか？■★明治学院大学の学則には，以下のような規定があります。★「法学部は，けんがくの精神であるキリスト教主義教育の伝統にのっとり，★他者とりわけ弱者を尊重する自由で平等な社会を，主体的に作り上げていくことができる，★専門的知識を備えた能動的な市民を育成することを教育理念とする。」■　明治学院大学のけんがくの精神である，“Do for others”「他者への貢献」を中核として，他者，特に，社会的な弱者に対して，その▲意思と▲利益を尊重し，その実現のために援助をすることが “Do for others”の意味であることが，この規定によって明確にされています。　教育理念において，「真理の探究」などという，中立的な目標ではなく，「弱者の尊重」を明確に規定していることは，国立大学法人のような他の大学には真似のできない，明治学院大学だから▲こその▲特色といってよいでしょう。★なお，「能動的市民」について知りたい方は，アンダーラインが引かれているその項目をクリックしてください。「付和雷同」ではなく，「和の精神」に基づいて，自立的に判断し行動する「能動的市民」について解説しています。



法学部のミッション
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法学部
この教育理念〔建学の精神 “Do for others” 〕の
もと，法学や政治学が，社会の平和と人々の幸
福を目指すものであるという本来の出発点に常
にたちかえり，

さらには現代社会において新たに発生する諸問
題に対処すべく，

人間の尊重，弱者救済の視点から，学部におけ
る教育・研究を行うものとする。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★法学部のミッション，すなわち，先に述べた法学部の教育理念を実現するためには，私たちは，どのような行動をすべきでしょうか?■★法学部のミッションは，明治学院大学学則において，以下のように規定されています。★この教育理念〔けんがくの精神 “Do for others” 〕のもと，法学や政治学が，社会の平和と人々の幸福を目指すものであるという本来の出発点に常にたちかえり，★さらには現代社会において新たに発生する諸問題に対処すべく，★人間の尊重，弱者救済の視点から，学部における教育・研究を行うものとする。■先に述べたように，「人間の尊重と弱者救済」の観点から，「社会の平和と人々の幸福を目指す」というミッションを高く掲げている学部は，全国でもまれです。■明治学院大学の法学部のミッションに誇りをもって，実践に移すことにしましょう。



民法における“Do for others”
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第697条（事務管理）→ 立法理由 →ドイツ民法677条

①義務なく他人のために事務の管理を始めた者
（以下この章において「管理者」という。）は，その
事務の性質に従い，最も本人の利益に適合する
方法によって，その事務の管理（以下「事務管
理」という。）をしなければならない。

②管理者は，本人の意思を知っているとき，又は
これを推知することができるときは，その意思に
従って事務管理をしなければならない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★“Do for others”の精神を法律的に厳密に突き詰めると，どのような意味になるのでしょうか?■“Do for others”の精神については，自分が望むことと，他人が望むこととは，必ずしも一致するとは限らないため，場合によっては，「小さな親切，大きなお世話」という事態が生じかねません。★“Do for others”を法律的に，厳密に考察すると，どのようなことになるのでしょうか?■■この点について，民法には，「頼まれもしないのに他人のためにサービスを提供する」という▲事務管理に関する規定があります。★六法を開いて，民法697条（事務管理）の条文を読んでみましょう。★民法697条▲第1項■義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章において「管理者」という。）は，その事務の性質に従い，最も本人の利益に適合する方法によって，その事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければならない。★民法697条▲第2項■管理者は，本人の意思を知っているとき，又はこれを▲推知することができるときは，その意思に従って事務管理をしなければならない。■★この条文で重要なことは，第1項▲が原則に見えますが，むしろ，第2項▲が原則であり，「他人の意思」を尊重することが何よりも大切だということです。★他人の意思を知ることも，推知▲することもできないという，例外的な場合にのみ，第1項，すなわち，「最も本人の利益に適合するように行動する」という有名な▲「適合性原則」▲が適用されるのです。



民法697条（事務管理）の立法理由
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 本条第2項は，管理の方法に付き本人の意思が管理者に明
白なるか又は之を推知することを得る場合に於ては，第1項
に規定する所の管理の方法に依らずして，寧ろ，本人の意
思に従ひ管理を為すべきことを規定し，

 事務管理の名義を以て濫りに他人の事務に干渉し，本人の
欲せざることを行ふこと勿からしむるものにして，

 本人の意思に反するも，尚ほ且つ，此者に利益なりとして，

其事務に干渉する如きは，事務管理の立法の本旨に反し，
寧ろ不当利得の規定に従はしむべきものと云ふべし。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法において，“Do for others”が規定されている民法697条の立法理由は，何だったのでしょうか?■　六法で民法697条の条文を参照しつつ，立法理由書を読んでみましょう。★民法697条の立法理由は，以下の通りです。■★本条第2項は，管理の方法に付き本人の意思が管理者に明白なるか又は之を推知することをうる場合においては，第1項に規定する所の管理の方法によらずして，むしろ，本人の意思に従い管理をなすべきことを規定し，★事務管理の名義を以て濫りに他人の事務に干渉し，本人の欲せざることを行うこと▲なからしむるものにして，★本人の意思に反するも，なおかつ，この者に利益なりとして，その事務に干渉するがごときは，事務管理の立法の本旨に反し，むしろ▲不当利得の規定に▲従わしむ▲べきもの▲というべし。



日本民法697条の制定に際して参照され
たドイツ民法典677条（事務管理）→民法697条
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 ドイツ民法677条（事務管理）

委任を受けることなく，その他事務を管理する権利を与え
られることなしに他人のために事務を処理する者は，本
人の真の意思又は推知すべき意思に鑑みて，本人の利
益に適する方法によって，その管理をする義務を負う。

§677 BGB (Pflichten des Geshäftsführers)
Wer ein Geshäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm 

beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtig zu sein, 
hat das Geshäft so zu führen, wie das Interesse des 
Geshäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder 
mutmaßlichen Willen es erfordert.

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法697条は，世界的にみてどのような位置づけがなされるのでしょうか?■■民法697条は，ドイツ民法677条を参考にして起草されたものと考えられています。★そこで，ドイツ民法677条を参照してみましょう。★ドイツ民法677条（事務管理）■★委任を受けることなく，その他▲事務を管理する権利を与えられることなしに他人のために事務を処理する者は，本人の真の意思又は推知すべき意思に鑑みて，本人の利益に適する方法によって，その管理をする義務を負う。■★わが国の民法とドイツ民法とを比較すると，■★ドイツ民法は，本人の意思を参照しつつ，本人の利益に適する方法によって事務を管理すべきであるとしているのに対して，わが国の民法は，本人の意思の尊重を第一義とし，本人の意思がどうしてもわからないときに限って，第二義的に，本人の利益に適合する方法をとることを義務づけています。■私たちは，とかく，本人の利益を慮って，本人の利益になるように行動しがちですが，本人の意思を確かめることを諦めてはいけません。■適切な質問をし，質問に答え（これが説明義務の意味です），本人の表情をよく観察して，本人の意思を確認することが大切です。■本人の意思が確認できたら，その意思を尊重し，実現できるように援助をするのが，民法697条の趣旨であり，それこそが“Do for others”の意味だと，私は考えています。



練習問題１：明学の建学の精神
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明治学院大学の建学の精神に関する以下の問いに
答えなさい。

1. 明治学院大学の建学の精神である“Do for others”は，
日本語では，どのように翻訳されているか。

2. “Do for others”，または， “Do to others”は，聖書では
2箇所で出てくる。それは，どのような文脈の中で述べら

れているか。二つの場合を対比して，それぞれにおける
“Do for others”の意味を説明しなさい。

3. 民法の中で，“Do for others”は，どの箇所で出てくるか。
その条文においては， “Do for others”はどのように解
釈されているか。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★「明治学院大学のけんがくの精神」，「法学部の教育・研究目標」について学習しましたので，■練習問題1を解いてみて，理解が進んだかどうかをチェックしてみましょう。■■練習問題１は，▲明治学院大学のけんがくの精神とは何か？についての問題です。★明治学院大学のけんがくの精神に関する以下の問いに答えてください。★練習問題1の1■明治学院大学のけんがくの精神である“Do for others”は，日本語では，どのように翻訳されているか。★練習問題1の2■“Do for others”，または， “Do to others”は，聖書では2箇所で出てくる。それは，どのような文脈の中で述べられているか。二つの場合を対比して，それぞれにおける“Do for others”の意味を説明しなさい。★練習問題1の3■民法の中で，“Do for others”は，どの箇所で出てくるか。その条文においては， “Do for others”はどのように解釈されているか。



法学部で何を学ぶのか（1/2）
一般システムと大学教育の共通点
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システム
（付加価値の生成）

技術革新
インプット アウトプット素材 完成型

大学教育
（学力の向上）

教育改革・切磋琢磨
インプット アウトプット学生 社会人

入学選抜 修了認定

自学・自習
反転授業

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これまで，明治学院大学のけんがくの精神に即して，法を学ぶ目標について考えてきました。★私たちは，この目標を達成するために，明治学院大学で何を，どのようにして，学ぶべきなのでしょうか?■★一般に，すべてのシステムは，★インプット，★ブラックボックス，★アウトプットという★プロセスから成り立っています。★大学に入学した学生も，★弱者保護ができる「能動的な市民」として，知的能力を向上させるためには，★従来の学習方法以上の学習が求められます。★それが，自学・自習であり，反転授業なのです。■個人の尊厳と弱者救済の目標を実現するためには，自分を鍛えなければなりません。自分の利益を尊重するだけであれば，実は，そんなに難しいことはないのです。通説と先例に従って，淡々と学習を進めていけば，希望する企業に就職することはできるでしょう。■しかし，その勤め先でまたは社会貢献で，弱者を救済できるようになるためには，それ以上の学習が必要です。特に，法律は，支配者による支配の道具として，または，産業資本を発展させ，保護するために通説が形成されてきたため，弱者を保護する法理を発見し，支配者を説得するためには，通説・判例を理解したうえで，それを超える学習が必要となるからです。■そこで，明治学院の法学部に入学した学生は，弱者を保護することができる能動的な市民となるために，どのような学習に取り組まなければならないのかを，よく考えてみる必要があるのです。



法学部で何を学ぶのか（2/2）
法律家と医師との共通点

法律家の理想像
司法改革審議会意見書（2001）

 「国民の社会生活上の
医師」としての役割を期
待される専門的資質・
能力の習得と，かけが
えのない人生を生きる
人々の喜びや悲しみに
対して深く共感しうる豊
かな人間性の涵養，向
上を図る。

 事実に即して具体的な
法的問題を解決してい
くため必要な法的分析
能力や法的議論の能
力等を育成する。

NHK病名推理番組

総合診療医ドクターG

 患者の病状から，病名を解明し，診療方
法を確定するまでのプロセスを見せる。

 研修医の最初の見立ては，全て外れ。

 総合診療医のアドバイスを受けながら，可
能性のある病名を全てチェックし，除外す
べきものを除外して，正解にたどり着く。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★他の学部の学生とは異なり，法学部の学生の「売り」とは何でしょうか?■★法律家の育成の到達目標について，司法改革▲審議会の意見書は，法科大学院の教育理念について，以下のように述べています。★「国民の社会生活上の医師」としての役割を期待される専門的資質・能力の習得と，かけがえのない人生を生きる人々の喜びや悲しみに対して，深く共感しうる豊かな人間性の涵養，向上を図る。★事実に即して具体的な法的問題を解決していくため必要な法的分析能力や法的議論の能力等を育成する。■★ここで述べられている法律専門家の人物像は，「具体的な紛争が生じた場合に，その紛争を解決するのに適切な法律の条文が何かを探索でき，その紛争に適切な条文を適用した場合に，どのような結論が導かれるのか，どちらの当事者にぶがあるのかを的確に判断できる能力を有する人」です。★このような能力は，総合診療医が，具体的な患者の症状を見て，★その病名を的確に判断する能力に似ています。★病名がわかった後に，病状と対処法を述べるのは，困難なことではありません。しかし，症状から病名を判断するには，熟練を要するのです。★この番組では，患者の病状から，病名を解明し，診療方法を確定するまでのプロセスを見せています。★研修医の最初の見立ては，全て外れです。★総合診療医のアドバイスを受けながら，可能性のある病名を全てチェックし，除外すべきものを除外して，正解にたどり着くことができるのです。■医学とは異なりますが，法律の場合も同じことが言えます。■条文について，その意味を述べたり，どのような事例がそれに当てはまるかを述べることは，困難ではありません。★しかし，反対に，具体的な事例にどの法律のどの条文が適用されるのかを判断するには熟練を要するのです。■したがって，法学部の学生も，学習目標は，その点に集中すべきです。■学修計画を立て，地道な学習を重ねることによって，就職活動において，自分の▲「売り」を▲以下のように言えるようになりましょう。■「具体的な問題が生じた場合に，その問題にどの法律の▲どの条文が適用されるのか，その結果，どのような判決が出るか，その結論が覆るのは，どのような場合かを予測する能力を有します」■このような能力を有していることこそが，他の学部の卒業生にはできない，「法学部の卒業生の▲売り」なのです。



練習問題2：法学部生の「売り」
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法学部卒業生の「売り」は何かについて，次
の問いに答えなさい。

1. 医学部の研修医とドクター・ゼネラルと呼ばれる
総合診療医との違いはどこにあるか。

2. 法学部の出身者とその他の学部の出身者を比
較したとき，法学部出身者の特色としての「売
り」は何か。

3. 法学部出身者としての「売り」が活かせるために
は，どのような学習をしなければならないか。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★「法学部で何を学ぶか」について学習をしたので，練習問題2を解いてみて，理解が進んだかどうかをチェックしてみましょう。■練習問題２は，■法学部の学生の「売り」とは何か?についての問題です。★法学部卒業生の「売り」は何かについて，次の問いに答えなさい。★練習問題2の1■医学部の研修医とドクター・ゼネラルと呼ばれる総合診療医との違いはどこにあるか。★練習問題2の2■法学部の出身者とその他の学部の出身者を比較したとき，法学部出身者の特色としての「売り」は何か。★練習問題2の3■法学部出身者としての「売り」が活かせるためには，どのような学習をしなければならないか。



アイラック（IRAC）
－法律家の思考方法－
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

論点・事実の発見

ルールの発見

ルールの適用

逆の立場・結論への
応接と徹底した議論法的議論

の能力 具体的な結論

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，弁護士ら）の思考方法とされるアイラックとは，どのような思考方法なのでしょうか?■★アイラックというのは，以下に示すように，紛争が生じている事件を解決するための思考方法とその順序，すなわち，第１に▲事案の分析，第２に▲仮説と仮の結論，第３に▲反対説との間の議論，第４に▲結論，というように，法律専門家の思考の順序を示すものです。■これから，アイラックという思考方法を順を追って説明することにしましょう。



アイラック（IRAC）
－法律家の思考方法－
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

ルールの発見

ルールの適用

逆の立場・結論への
応接と徹底した議論法的議論

の能力 具体的な結論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★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。



アイラック（IRAC）
－法律家の思考方法－
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

ルールの適用

逆の立場・結論への
応接と徹底した議論法的議論

の能力 具体的な結論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　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。



アイラック（IRAC）
－法律家の思考方法－
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

逆の立場・結論への
応接と徹底した議論法的議論

の能力 具体的な結論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　A（Application）とは，発見された事実に対して，適切な法を適用して，法的結論を導き出すことです。ただし，真実が何か? 適切な法が何か? については，原告と被告とで争いがあるので，それについて議論をすることが大切です。したがって，ここで得られた結論は，あくまで，暫定的な結論です。



アイラック（IRAC）
－法律家の思考方法－

2016/4/12 Lecture on Obligation 2016 19

IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

Argument 逆の立場・結論への
応接と徹底した議論法的議論

の能力 具体的な結論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　A（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。



アイラック（IRAC）
－法律家の思考方法－
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

Argument 逆の立場・結論への
応接と徹底した議論法的議論

の能力 Conclusion 具体的な結論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　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。



議論の方法
三段論法からトゥールミン図式へ
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おそらく

• 三段論法（反論を許さない硬直性が問題）
• 大前提: 全ての人間は死ぬ。
• 小前提: ソクラテスは人間である。
• 結 論：ソクラテスは死ぬ。

ソクラテスは人間である。 ソクラテスは死ぬ。

人間は死ぬ。

万物は流転するが，

ソクラテスは哲学
の神である。

• トゥールミン図式
• 全ての議論に通用
• 議論の構造の提供

誤り

真理は生き続ける。

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）のうち，議論はどのようにして行われるのでしょうか?■　これまで，判決は，三段論法に従って結論を下しているといわれてきました。★三段論法といえば，★「すべての人は死ぬ」というような大前提があり，その大前提を★「ソクラテスは人間である」という小前提にあてはめ，★「ソクラテスは死ぬ」と言う結論を下すというものです。　判決においても，例えば，「過失があれば責任を負う」という大前提（法律の条文）があり，その大前提を「被告には過失があった」という小前提（事実認定）にあてはめて，「被告は責任を負う」という結論（判決）を下していると考えられてきたのです。　しかし，三段論法は，例外を許しません。法律の条文は，そのほとんどが，例外としての，但し書きを含んでいます。★このような法律の条文に対して，★論理学の論理をすべての議論に使えるように，しかも，★それを視覚的に明らかにしたのが，トゥールミンの議論の図式です。■「すべての人間は死ぬ」という命題には，例外がないようなので，トゥールミンの図式のすばらしさが明確とならないのですが，ソクラテスの意味を人そのものではなく，ソクラテスが発見した真理と考えて，あえて例外を作り出してみました。★（Data）■ソクラテスは人間である。★（Claim: 主張）■ソクラテスは死ぬ。★（Warrant: 論拠）■すべての人間は死ぬ。★（Rebuttal: 反論）■ここでいうソクラテスは，★生身の人間ではなく，哲学の神としてのソクラテスであり，真理の探究に対する真摯な姿は，永遠である。■★（Backing: 裏づけ）■万物は流転する。しかしその真理は流転せず行き続ける。■このような例外がある場合には，三段論法は使えないのですが，トゥールミン図式では，そのような場合にも，以上のように論理的な議論が可能となります。■ここで重要なことは，例外を含む命題は三段論法では扱うことができないが，トゥールミンの図式では，それを扱うことができるという点にあります。



すべての論文の書き方
アイラック（IRAC）で書く

2016/4/12 Lecture on Obligation 2016 22

問題提起

• I:重要な問題を発見したことの経緯を述べる

• R:その問題を解決する視点と仮説を提示する

本論

• A:問題をいくつかのブロックへと分割する

• A:ブロックごとに問題を展開しすべてを解明する

結論

• C:問題を展開して得られた答えを１つにまとめる

• I:残された問題に対する展望を行う

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★レポートや論文を書く場合にも，アイラックに沿って書くとよいレポートや論文を書き上げることができます。具体的には，どのようにすればよいでしょうか?■★実際の論文では，第1に，論ずべき争点を明らかにします。これが，問題提起です。★次に，その問題を解決すべき仮説を発見し，その仮説を問題に適用して，問題が解決されることを示します。それが本論です。★最後に，問題提起に対応する答えとして，結論を短くまとめます。■それぞれの項目について，詳しく述べることにしましょう。★第1は，「問題提起」です。アイラックのI（争点）に当たります。取り上げる問題について，何が重要な問題なのか。その問題について，従来はどのような扱いがなされてきたのか，先行研究を紹介します。そして，そこには，どのような問題が潜んでいるのかを述べます。★次のアイラックのR（ルール）に当たる箇所では，問題解決のための新しい視点と，論者の仮説を提示します。★第2は，「本論」です。ここでは，問題提起で問いかけた問題を▲いくつかのブロックへと分割し，それぞれの問題点について，仮説を適用して解決案を示します。★さらに，先行研究や反対意見に対する応接を行い，自らの仮説が妥当であることを明らかにします。アイラックのA（議論）に該当します。★第3は，「結論」です。ブロックごとに展開して得られた答えを１つにまとめます。　ここで大切なことは，結論が，問題提起の「問い」に対する「答え」になっているかどうか?という点です。　もしも，結論が，問題提起の「問い」の「答え」になっていないようでしたら，レポートや論文がストーリーを構成していないのですから，すべてを白紙に戻して，最初に戻って再検討する必要があります。　欲をいえば，結論の最後に，今後の「展望」を述べると，さらによくなります。レポートや論文に刺激を受けた人々が，その点について，発展的なレポートや論文を書く機会が与えられ，ひいては，学界に対しても大きな貢献をすることが期待できるからです。



基本と応用との関係（1/2）→2
←もうこれ以上の高難度のレベルはきついです（学生談）

 基本的知識の修得は不可欠だが，それで応用力は養えるか

 大学教育は基本が大切であって，応用は，実務に任せるべきだとの
議論がある。

 しかし，応用がきく基本でなければ意味がないのではないだろうか。

 高度な問題に接して初めて分かる基本の大切さ

 基本ができていないと，応用はおぼつかない。だから，基本から始め
て応用に至るのが順当であると，一般には考えられている。

 しかし，本当に基本をマスターするつもりであれば，その前に，応用
の厳しい試練を受けるべきである（発想の転換）。

 応用の厳しさに接して，はじめて，人は，基本の大切さを理解し得る
し，基本理論も，応用を念頭に入れてはじめて精緻なものとなりうる
のである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★全体と部分の相互関係にも繋がる話ですが，基本と応用との関係について，解説します。★基本を押さえてから，初めて，応用に移るべきなのでしょうか?■■基本を押さえるといっても，そう簡単ではないので，基本を押さえるだけで，すべてが終わってしまい，いつまでたっても応用に進めなくなるので，★応用と基本とは，並行して学んでいくべきなのでしょうか?■■講義をしていると，学生から「難しくて理解ができない。」といわれることがあります。例えば，「もうこれ以上の難度のレベルはきついです。」などです。★たしかに，大学教育は基本が大切であって，応用は，実務に任せるべきだとの議論があります。★しかし，応用がきく基本でなければ意味がないのではないでしょうか。★確かに，基本ができていないと，応用はおぼつかないということはあります。だから，基本から始めて応用に至るのが順当であると，一般には考えられているのです。★しかし，本当に基本をマスターするつもりであれば，その前に，応用の厳しい試練を受けるべきなのです。★なぜなら，応用の厳しさに接して，はじめて，ひとは，基本の大切さを理解できるし，基本理論も，応用を念頭に入れてはじめて精緻なものとなるからです。　つまり，発想の転換が必要なのです。最も困難な応用問題に直面し，その問題を解決するという最終目標を確認し，それに挑戦しようとする意欲が湧いて出てこそ，基本の大切さと，地道な学習に耐えうる，我慢強さが生まれるのです。



基本と応用との関係（2/2）←1
←レベルの高さは求めないので，基本的なことを教えてほしい（学生談）

 第1の経験（スキーを始めたときの経験：応用で知る基本の大切さ）

 スキーは，基本と応用との関係を知る上でとても教訓的なスポーツだと思う。

 急斜面で転がり落ちて初めて，基本の大切さを痛感できるし，緩斜面でいくら
基本を勉強しても，緩斜面ではゴマカシがきくので，ゴマカシのきかない実際
の急斜面に行ってみなければ応用力はつかないことも体験できる。

 第2の経験（国民生活センターでの経験：応用は簡単だが基本は困難）

 実務に入ってみれば，事業者関連法や特別法を理解することはそれほど困
難なことではない。優れたマニュアルができあがっており，それにしたがって
実務をこなすことができるからである。

 実務で解決が困難な問題というのは，実は，特別法に明文の規定がないた
めに，マニュアルでは対応できず，基本法に照らして解決しなければならな
い問題であることがわかる（マニュアル人間，同調型人間の挫折）。

 しかし，基本法を理解するには，時間のかかる地道な学修をするよりほかに
方法がない（学生の時でないとできないことがある）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★学生の中には，応用は無理だから，「基本だけ教えて欲しい」という意見を述べる人がいます。例えば，「レベルの高さは求めないので，基本的なことを教えてほしい」というよくある苦情です。そこで，私の経験した二つの例を紹介しながら，この考え方に反論したいと思います。★第1の経験は，スキーを始めたころの思い出です。★スキーは，基本と応用との関係を知る上でとても教訓的なスポーツだと思います。★急斜面で転がり落ちて初めて，基本の大切さを痛感できますし，かん斜面でいくら基本を勉強しても，かん斜面ではゴマカシがきくので，ゴマカシのきかない実際の急斜面に行ってみなければ応用力はつかないことも体験できるからです。★第2の経験は，大学院を出て，最初に就職した国民生活センターでの苦情処理の思い出です。★実務に入ってみれば，事業者関連法や特別法を理解することは，それほど困難なことではありません。優れたマニュアルができあがっており，それにしたがって実務をこなすことができるからです。★実務で解決が困難な問題というのは，実は，特別法に明文の規定がないために，マニュアルでは対応できず，基本法に照らして解決しなければならない問題であることがわかります。マニュアルにない問題にぶつかると，マニュアル人間や，同調型の人間は，見事に挫折します。★基本，例えば，法律の場合でいえば，民法などの基本法を理解するには，じかんのかかる地道な学修をするよりほかに方法がありません。一つのことに1年とか2年とかの時間をかけるなどということは，学生の時でないとできません。実務では，即戦力が要求されるからです。　実務では，困難な問題に直面したときは，徹夜で仕事をします。しかし，よく考えてみましょう。特別法なら一夜漬けが可能かもしれません。しかし，民法の基本は，何日徹夜したとしても，そんなに簡単に理解することはできません。学生時代の地道で長い時間をかけた学習だけが頼りになるのです。



練習問題３：法律家の思考方法

2016/4/12 Lecture on Obligation 2016 25

法律家の思考方法について，次の問いに答
えなさい。

1. アイラックとは，何の省略で，それぞれ，何を意
味するか。

2. アイラックと「起承転結」とはどこが異なるか。

3. 議論の方法としてのトゥールミン図式と判決三
段論法との違いはどこにあるか。

4. 「全体を知らないと部分がわからない」とか，「応
用に触れて初めて基本の重要性がわかる」とい
う格言の意味を矛盾なく説明しなさい。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　「法律家の思考方法」について学習したので，★練習問題3を解いてみて，理解が進んだかどうか，チェックしましょう。■■練習問題３は，■法律家の思考法についての問題です。★法律家の思考方法について，次の問いに答えてください。★練習問題3の1■アイラックとは，何の省略で，それぞれ，何を意味するか。★練習問題3の2■アイラックと「起承転結」とはどこが異なるか。★練習問題3の3■議論の方法としてのトゥールミン図式と判決三段論法との違いはどこにあるか。★練習問題3の4■「全体を知らないと部分がわからない」とか，「応用に触れて初めて基本の重要性がわかる」という格言の意味を，矛盾なく説明しなさい。



付録

1. リーダーの条件としての品格
 人格とは何か，人格の形成のプロセス

2. 能動的な市民の資格としての「和の精神」
 同調圧力と付和雷同

 和の精神

3. 新しい教育目標と体系
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★明治学院大学のけんがくの精神，法学部の教育の理念に出てくる，人格教育，能動的な市民の育成に関する補足です。★第1に，リーダーの資質として備えるべき品格について，それはどのようなものなのでしょうか?　★優れた人格は，どのようにして獲得することができるのでしょうか? このことについて，説明しています。★第2に，能動的な市民の資質として要求される「和の精神」とは何なのか?という問題について検討します。　★日本人は同調圧力に弱いとされ，「付和雷同」に陥るヒトが多いとされています。　★付和雷同とは異なり，わが国の人格者が備えてきたとされる「和の精神」とは何なのか?という問題について検討します。★最後に，以上の検討を踏まえて，能動的市民を育成するための「新しい教育目標と体系」についてまとめることにします。



人格とは何か，→建学の精神

人格は，どのように形成されるのか?
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 人格とは
 習慣化された行動として，無意識になされる行動に対する評価である。

 品格とは

 習慣化された行動として，無意識になされる行動に対する評価が高
いものをいう。

 人格はどのようにして形成されるのか?
 目標を立て，評価基準を決めて，達成度を見ながら，目標に向かって

持続的な努力をすることによって形成される。

 意識して習慣化された行動は，とっさのときにも，無意識に出てくるの
で，とってつけた行動とは異なり，化けの皮がはがれるという心配も
ない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★人格とは何でしょうか?　人の性格として，生まれつきのものなのでしょうか?★人格とは，生まれつきのものではなく，習慣化された行動として，無意識になされる行動に対する評価のことをいいます。　人格は，無意識にでも行えるように，何度も繰り返して習慣づけることによって，形成されるものです。★品格とは，高い評価を得ることのできる人格です。組織のリーダーになるためには，人格が高潔，すなわち，品格のある人でなければなりません。困ったときに援助がなされるかどうかは，リーダーの品格に左右されます。人格はどのようにして形成されるのでしょうか?★人格は，人生の目標を立て，目標達成の評価基準を決めて，達成度を見ながら，目標に向かって持続的な努力をすることによって形成されます。★意識して習慣化された行動は，とっさのときにも，無意識に出てくるので，とってつけた行動とは異なり，化けの皮がはがれるという心配もありません。



人格形成のプロセス
平光雄『子供たちが身を乗り出して聞く道徳の話』

致知出版（2014）→建学の精神
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自尊心を
育てる

• 良心の声（目玉おやじ）を意識する。

• 良心の声（目玉おやじ）を納得させる行動をする。

• 良心の声（目玉おやじ）との対話を日記に記録する。

目標を
設定し

評価する

• 偉人伝等の伝記を参考にして，人生の目標を決める。変更は可能。

• 目標の達成度を評価するものを用意する。

• 評価基準の達成度を毎日確かめ，記録する。グラフにするのがよい。

失敗・挫折を
乗り越える

• 人間は失敗からしか学べないと覚悟を決め，挫折と孤独を恐れない。

• 失敗したら，原因を突き止め，改善目標と評価基準を設定する。

• 評価基準の達成度を毎日確かめ，記録する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★人間は，誰でも幸せを望みます。幸せは，他人と喜びや悲しみを分かち合うことによって生じます。★幸せになるためには，「自分だけ幸せになればよい」とか，「他人の不幸せは自分の幸せ」と考えるヒトになるのではなく，ヒトと▲喜びと悲しみを分かち合える人格を形成することが必要です。★他人と喜びや悲しみを分かち合うヒトになる第１のステップは，自分を大切に思う心を養うことです。人の真似をするのではなく，自分の内なる声，良心の声を意識し，良心の声に褒めてもらえる行動をするように習慣づけることが大切です。良心との対話を日記につけることによって，その習慣を定着させ，自尊心を育てることができます。★人格形成の第2のステップは，長い人生の目標にせよ，試験の合格などの短期の目標にせよ，目標を設定し，それを評価する尺度を用意することです。　例えば，ダイエットをしたいというときには，食事を制限するのではなく，毎日，500グラムの違いがわかる体重計に乗り，その記録をつけ続けることが最も効果があるといわれています。　夢をもち，その夢に近づくための目標の達成度が目に見えるようにする評価基準があると，ヒトは，つらい作業でも，耐えることができるのです。★もちろん，そのような地道な作業を続けても，結果が達成できないことがあります。その場合にも，失敗と挫折を乗り越えることが大切です。　失敗したときは，▲「人間は，失敗からしか学べない」▲という言葉を思い出し，それは，成功への一歩だと考えましょう。失敗を恐れず，失敗しても，それを素直に受け止めるとともに，失敗の原因を究明し，同じ失敗をしないように改善をしたり，目標を修正しながら，夢を追い続けていけば，いつかは夢に近づくことができます。



民主主義の前提としての
市民の資質 →能動的な市民の育成

2016/4/12 Lecture on Obligation 2016 29

 正しい観察によって得られた事実からしっかりした論理展開によって導き出さ
れた結論には，多くの人が賛成するので，正しいことと多くの人が賛成するこ
とには相関関係がある。つまり，「賛成する人の数が多ければそれは正しい
可能性が高い」。

 しかし，このことは，他の人がきちんと事実や論理展開を見極めて導き出した
という仮定のもとでのみ成り立つ。「賛成する人が多いから賛成しておこう」と
思って賛成している人が多いと，その前提が崩れてしまう（一票を単純に一票
としてカウントできない）。

 「多くの人が賛成しているから正しい」という考え方をもとに賛成してしまうこと
は，誤った結論を導く可能性を増大させるだけである。
この考え方は自己矛盾を含んでいる。だからこそ，
多くの人が賛成しているから正しいという論理は，
たとえその結論が正しくても，使ってはいけないのだ。

 岩田宗之『議論のルールブック』新潮新書（2007/10） 18-19頁。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★日本人は，欧米の人々に比べて，▲同調圧力▲に弱いといわれています。これを克服することが，民主義の前提としての能動的な市民の条件となります。それは，なぜでしょうか?■■日本人は，「皆さんもされていますよ」といわれると，つい同じようにしてしまう傾向があります。多くの人が賛成することには，自分も賛成するという傾向が強いのです。■★確かに，正しい観察によって得られた事実からしっかりした論理展開によって導き出された結論には，多くの人が賛成するので，正しいことと多くの人が賛成することには相関関係があります。つまり，「賛成する人の数が多ければそれは正しい可能性が高い」のです。★しかし，それを逆にして，「賛成する人が多いから賛成しておこう」と思って賛成している人が多いと，そのような人の一票は，他人の意見のコピーなので，その人の一票を単純に一票としてカウントできなくなり，民主主義の多数決原理が機能しなくなってしまうのです。★「多くの人が賛成しているから正しい」という考え方をもとに賛成してしまうことは，誤った結論を導く可能性を増大させるだけです。この考え方は自己矛盾を含んでいます。だからこそ，多くの人が賛成しているから正しいという論理は，たとえその結論が正しくても，使ってはいけないのです。



和の精神と論語との関係
「君子は和して同ぜず」
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十七条の憲法の第1条（和をもって貴しとなす）には，
出典が「孔子」と書かれている。

おそらく，論語の「君子は和して同ぜず，小人は同じ
て和せず」を意識して起草されたものと思われる。

 「和」と区別される「同」とは，「付和雷同」のことであ
り，自分の考えではなく，多数の人がそうしているか
ら正しいと考えて同じ行動をすることを意味する。

しかし，「多数の人が賛成しているから正しい」という
論理は，論拠として使うことはできない 。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★わが国の人々が大切にしてきた伝統的な精神は，「和の精神」だといわれています。■しかし，論語に「君子は和して同ぜず，ショウジンは同じて和せず」とされているように，「和の精神」と，多数の人がそうしているから正しいと考えて同じ行動をすることを意味する「付和雷同」とは異なります。★十七条の憲法の第1条（わをもって貴しとなす）には，出典が「孔子」と書かれています。★この規定は，おそらく，論語の「君子は和して同ぜず，ショウジンは同じて和せず」を意識して起草されたものと思われます。★「わ」と区別される「同」とは，「付和雷同」のことであり，自分の考えではなく，多数の人がそうしているから正しいと考えて同じ行動をすることを意味します。★しかし，「多数の人が賛成しているから正しい」という論理は，多数決の原理を破壊する考え方なので，論拠として使うことはできないのです 。



十七条の憲法の「和」の精神
（議論の前提としての「和」）
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 第1条〔和の精神〕
 和をもつて貴（とうと）しとな

し〔孔子〕，忤（さから）うこと
なきを宗とせよ。

 人みな党（たむら）あり，ま
た達（さと）れる者少なし。
ここをもつて，あるいは君
父に順わず，また隣里に違
（たが）う。

 しかれども，上和（かみや
わら）ぎ，下睦（しもむつ）び
て，事を論ずるに諧（かな）
うときは，すなわち事理（じ
り）自ら通ず。何事か成ら
ざらん。

 第10条〔仏教の教え：議論の前提条件〕

 心の怒りを絶ち，顔色に怒りを出さない
ようにし，人が自分と違うからといって怒ら
ないようにせよ。

 人には皆それぞれ心があり，お互いに譲
れないところもある。彼がよいと思うことを，
自分はよくないと思ったり，自分が良いこと
だと思っても，彼の方は良くないと思ったり
する。自分が聖者で，彼が愚者ということ
もない。ともに凡人なのである。

 是非の理は誰も定めることはできない。
お互いに賢者でもあり愚者でもあることは，
端のない環のようなものだ。相手が怒った
ら，自分が過ちをしているのではないかと
反省する。自分一人が正しいと思っても，
衆人の意見も尊重し，その行なうところに
従うがよい。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★教科書で「わ」の精神が紹介されるとき，必ず，以下の引用で終わっています。★「和をもってとうとしとなし，さからうことなきを宗とせよ」です。★その続きが引用されることは，めったにありません。★しかし，「わの精神」を知るには，最後の段落，すなわち，「かみやわらぎ，しもむつびて，事を論ずるにかなうときは，すなわちジリ，おのずからつうず。何事かならざらん。」という箇所こそが必要不可欠なのです。★「和」の精神は，論争をやめさせるものではなく，論争ができる環境を整えるために，上に立つ者は，下の者が自分と意見が違うからといって，決して怒ってはならない，下の者も，上から怒られたからといって，黙ってはならないのです。★誰もが，自由に意見を述べることのできる穏やかな環境を整えることこそが「わ」なのです。★わの精神のもとで，皆が「輪」になって，上下の差を意識せず，とことんまで議論すれば，最も道理に適う結論を得ることができるというのが，「和の精神」なのです。



新しい教育の目標と体系
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道徳教育
（和の精神）

公共教育
（自由と責任）

専門教育
（孤独と協同）

実地教育
（社会連帯）

生涯教育
（教えて学ぶ）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★大学で学んだ人は，社会に出たら，リーダーを目指すべきです。異なる意見を束ねて，最適解へと導くことのできる人がリーダーであり，リーダーは，腐敗を防止するために，短期間で交代しなければなりません。■頻繁に交代を重ねていくべき組織のリーダーは，エリートとは異なり，多くの人数を必要とします。■人間は，最終的な決断をするときは，論理だけに頼るのではなく，専門的な知識を有し，かつ，人格の優れた人が下す倫理的な選択を尊重します。■反対からいえば，リーダーには，異なる意見を束ねるために，複数の専門をマスターする必要がある上に，人格が高潔であることが求められます。■したがって，リーダーになるためには，以下の5つのことを実践すべきです。★第1に，付和雷同とは異なる，和の精神をしっかりと理解することが必要です。★第2に，自由と責任をわきまえ，信頼を得ることによってこそ，自由の範囲が増すことを理解し，いつでも，責任を取る覚悟を持つことが必要です。★第3に，孤独に耐えつつも，いつでも，人々と共同できる広い心を持たなければなりません。★第4に，広く社会と世界に目を開き，第5に，生涯にわたって教え，かつ，学ぶ努力を重ねていくことが必要なのです。



活用すべき文献
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 民法の入門書（DVD付）

 加賀山茂『民法入門・担保法革命』信山社（2013）

 民法（財産法）全体を理解する上での助っ人

 我妻栄=有泉亨『コンメンタール民法』〔第3版〕日本評論社（2013）
 金子=新堂=平井編『法律学小辞典』有斐閣（2008）

 契約法全体についての概説書

 加賀山茂『契約法講義』日本評論社（2009）

 債権総論の優れた教科書

 平井宜雄『債権総論』 〔第2版〕弘文堂（1994）

 債務不履行に関する文献

 平井宜雄『損害賠償法の理論』東京大学出版会（1971）
 浜上則雄「損害賠償における『保証理論』と『部分的因果関係の理論』」（1）（2・完）民

商66巻4号（1972）3-33頁, 66巻5号35-65頁

 債権者代位権・直接訴権，詐害行為取消権，連帯債務，保証の文献

 加賀山茂『債権担保法講義』日本評論社（2011）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これで，債権総論1の第1回目の講義を終わります。ご清聴ありがとうございました。■　最後に，活用すべき文献について補足いたします。■★数時間で民法の全体を概観してみたい人には，ビデオ教材，加賀山茂『民法入門・担保法革命』シンザンシャ（2013）をお勧めします。DVDで映像を見ながら，この本を読めば，数時間で，民法の全体像と解釈の方法を知ることができます。■★民法をじっくり勉強したい人は，まず，民法の財産法全体について，条文ごとに条文の意味，判例と学説の動向を解説している■わがつま栄=有泉亨『コンメンタール民法』〔第3版〕日本評論社（2013）と，法律用語について標準的な解説をしている■金子=新堂=平井編『法律学小辞典』有斐閣（2008）を入手し，常に，このふたつを参照しながら，分野ごとの教科書をこつこつと読み進めることが必要です。どの教科書がよいかは，標準的といわれる教科書をネットで検索し，多くの人の評価を見て，自分で決めるのがよいと思います。★筆者の経験では，契約法全体については，私が書いたもので恐縮ですが，加賀山茂『契約法講義』日本評論社（2009）を推薦します。★債権法総論の優れた教科書としては，平井よしお『債権総論』 〔第2版〕弘文堂（1994）があります。★債務不履行について詳しく知るには，レベルが高くなりますが，平井よしお『損害賠償法の理論』東京大学出版会（1971），浜上則雄「損害賠償における『保証理論』と『部分的因果関係の理論』」（1）（2・完）民商66巻4号（1972）3-33頁, 66巻5号35-65頁を読むと，理解が格段に深まります。★通説を離れて，担保法の全体を体系的に学びたいのであれば，例外のない原則を追求してやまない，加賀山茂『債権担保法講義』日本評論社（2011）を読むことをお薦めします。■　皆様の学習の発展をお祈りしております。
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