
★これから「法と集合論」というテーマで「法解釈の方法」に関する講義をします。
第1に，なぜ，「法解釈」なのかというと，法がどのような事実について，どのような効果を有す

るのかは，最終的には，「法の解釈」によって決定されるからです。
★第2に，なぜ法の解釈に「集合論」が必要なのかというと，「集合論」は，法の論理をわかりや

すく図式化できるからであり，「集合論」を使うと，初心者でも，法解釈の最も難しい問題を解け
るようになるからです。

確かに，法律というと，六法全書とか，難解な法律用語とか，複雑な文章とかを思い出して，
「難しいから遠慮します」という人が多いのですが，これからする話を聞くと，法律の解釈とはど
ういうものか，そして，法律の解釈が難しいといわれてきた原因は何か，どうすれば法律の解
釈方法をマスターできるのかについて理解が深まると思います。
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講義の目次です。この講義は，6章で構成されています。
■第1章は，「法と集合論の序論」です。以下の４つの項目について論じます。
1.法とは何か?／ 2.法の機能は何か?／ 3.法による解決プロセスとはどのようなものか?

／ 4.法律の条文を理解することの意味は何か?
■第2章は，「法律家の思考方法」です。以下の４つの項目について論じます。
1.アイラックとは何か?／ 2.紛争事例（交通事故）による説明／ 3. トゥールミンによる議論

の図式化／ 4.アイラックによる報告書の書き方
■第3章は，「法体系の表現例としての『電気回路』」です。以下の２つの項目について，説明し
ます。
1.不法行為法の体系的表現 (1)全体像 (2)権利発生，発生障害要件 (3)権利消滅要件／

2.法の論理式による表現
■第4章は，「集合論の基礎」です。法解釈の方法論に必要な論理記号について，説明します。
論理と集合論(1)∧，∨，￢ (2)⇒ (3)⊂ (4)￢A⇒￢B (5) A⇔B

■第5章は，「真の法律要件」と「見せかけの法律要件の区別」です。以下の2つの項目につい
て論じます。
1.民法770条（裁判上の離婚）における「真の法律要件」と「見せかけの法律要件」との区別

／ 2. 「真の法律要件」と「見せかけの法律要件」との区別の集合論による図式化
■第6章は，「最も解釈がむつかしい条文とその解釈とその立法論」です。これが，この講義の
最終章であり，以下の５つの項目について論じます。
1.民法612条が問題となる事例／2.民法612条／ 3. トゥールミンの議論の図式による当事

者の言い分の分析／ 4.最高裁判決（最高裁昭和41年1月27日 最高裁判所民事判例集20
巻1号136頁）／ 5.判例法理を取り込んだ民法612条の改正私案■以上が，これから始める
講義の概要です。それでは，本論を始めることにしましょう。
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練習問題の索引です。各章の終わりごとに，3～４問の練習問題を置いています。各章がおわ

るごとに，これらの練習問題を解いてみて，理解ができているかどうか，チェックしてください。
すぐに答えられない場合には，もう一度，振り返って復習をしてください。解答は載せていませ
んが，付録としての「補遺」にヒントを挙げておきましたので，参照してください。
練習問題１は，「法とは何か?」についての復習です。
練習問題２は，「法律家の思考方法」についての復習です。
練習問題３は，「法の体系的表現」の復習です。
練習問題４は，「集合論の基礎」の復習です。
練習問題５は，「真の法律要件と見せかけの法律要件との区別」の復習です。
練習問題６は，「解釈が最も困難な条文と困難の克服」についての復習です。
練習問題７は，「総合問題」です。この講義の復習と発展の問題です。
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第1章は，「法と集合論に関する序論」です。
法解釈の方法論を説明するに先立って，★法とは何か? ★法の機能とは何か? ★法律の

専門家はどのような思考方法によって，社会的な役割を果たしているのか?について説明しま
す。

4



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（do for 
others）は報われ，悪いこと（約束違反，犯罪など）は罰せられる）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。
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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，
「議論」である」と考えています。
★第2の機能である紛争を未然に防止するためには，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るからこそ，紛争の未然防止が実現できるのです。
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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（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，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」で量ります。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。「下を向いて書面を読むのではなく，相手の顔を見
て弁論をしなさい，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，それを事実に適

用することによって，仮の結論を導きます。次に，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，もうひとつの仮の結論を導きます。これらのふ
た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。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。
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法律専門家だけでなく，一般市民が法律の条文（六法）を理解することには，どのような意味
があるのでしょうか?■
★わが国では，ADR（Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手段）など，さまざまな紛
争解決方法があるものの，最終的な紛争解決は，裁判所の判断によって行われます。
★わが国の憲法76条2項は，「すべて裁判官は、その良心に従い，独立してその職権を行い、

この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定しています（法律の解釈には六法が何よりも大
切です）。つまり，裁判官は，争いが生じている事実に最も適合する法律を発見し，事実にその
法律の条文を適用して，原告に有利に，または，被告有利に，判決を下すのです。
★もしも，私たちが，裁判官と同じ思考方法である「アイラック（IRAC）」を身につけるならば，紛
争がどのように解決されるかを予測することができるようになります。

★つまり，私たちが，裁判官の思考方法をマスターするならば，私たちは，誰もが納得できる紛
争の解決案を提案することができるようになるのです。
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第1章「法とは何か?」が終わりましたので，練習問題1を解いてみましょう。■
★1. 法の女神とされるテミスの像を見ながら，その持ち物である天秤，目隠し，剣が，それぞれ
何を意味するかに焦点を当てて,法とは何か説明しなさい。
★2. 日本には，いくつの法律があるか，いくつの政令・省令・規則があるのか。あなたの持って
いる六法には，いくつの法律が収録されているのか調べなさい。
★3. それだけの数の法律や政省令・規則があるにもかかわらず，法の解釈が必要な理由を，
憲法の条文と一つの法律の条文を例に挙げて説明しなさい。
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第2章は，「法的思考方法」です。
★第1節は，「アイラックとは何か?」です。
★第2節は，「紛争の一事例」です。交通事故を取り上げます。
★第3節は，「トゥールミンの議論の図式」です。議論の一般的な方法について考えます。
第4節は，「アイラックによる報告書」の作成です。
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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。
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復習をして見ましょう。アイラックとは何か，それぞれについて，答えてみましょう。
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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。
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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。
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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。
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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。

16



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。
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裁判官は，アイラックを使って，どのように紛争解決をするのでしょうか? ■
以下のような具体的な例に基づいて，紛争が法によって解決されるプロセスを説明します。

取り上げるのは，以下のような交通事故が発生した場合に，「被害者である原告は，加害者
である被告に対して，損害賠償を請求できるか?」という問題です。

★被告は，自己が所有する車を運転するに際して，脇見運転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か月の大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
主張しました。

★これに対して，被告は，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と反論しました。
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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?■

法律の議論は，原告の主張に対して，被告が反論するという形式をとります。この法律の議
論を参考にして，議論の構造を図式化したものが，トゥールミンの図式です。

ここでは，それをさらに法律の議論に特化した議論の図式によって先の事件についての議論を
構造的に分析します。
★（Data:データ）被告は，自己が所有する車を運転するに際して，脇見運転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。
★（Claim: 主張）■被告は，原告に生じた損害を賠償する責任を負う。★
★（Warrant: 論拠）■民法709条：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。
★（Rebuttal: 反論）■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。
★（Backing:裏づけ）■民法の不法行為の体系
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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：被告は，自己が所有する車を運転するに際して，脇見運転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。
★R：民法709条：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。
★A：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。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：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。
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第2章が終わったので，練習問題2「法律家の思考方法」について，復習をしましょう。■
★1. アイラックとは何か?具体例を挙げて，従来の法学教育において一般に行われてきた問
題解決の方法との違いを説明しなさい。
★2. 文章の作法として，従来から「起承転結」という方法が挙げられてきた。起承転結とは何
か?アイラックとどの点が異なるのか説明しなさい。
★3.トゥールミンの議論の図式についての文献を読んで,論拠（Warrant）と裏づけ（Backing）の
違いについて，具体例を挙げてアイラックで説明しなさい。
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第3章は，「法体系と個々の条文との関係」について考察します。■
★第1節は，「一般不法行為の体系」です。以下の2点について図で説明します。
★一般不法行為の発生要件と ★発生障害要件
★一般不法行為の消滅要件

★第2節は，「法律の条文の一般構造」です。論理式の表現について説明します。
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不法行為の条文の中で一番適用頻度の高いのは，民法709条ですが，その適用の条件がす

べて満たされているのに，加害者が被害者に損害賠償責任を負わない場合を紹介しました。
その理由はなぜでしょうか?■
★その理由は，不法行為の体系が，第1に，損害賠償責任を成立させる要件（図の上の部分），
★第2に，成立を妨げる要件（図の右の部分），★第3に，いったん成立した責任を減少させたり，
消滅させたりする要件（図のし下の部分）とから成り立っており，民法709条は，第1の要件を規
定しているに過ぎないからです。
たとえ，第1の要件（民法709条）をすべて原告が証明しても，第2の成立障害要件（例えば，

民法720条の正当防衛・緊急避難）が被告によって証明されると，損害賠償責任は成立しませ
ん。

また，損害賠償責任が成立しても，被告が原告の過失を証明すると，損害賠償額が減額され
たり（民法722条2項の過失そうさい），被告が消滅時効の要件を証明すると，損害賠償請求権
が消滅したりします（民法724条の消滅時効）。

このように，紛争を法律によって解決するためには，その分野に関する法律効果の発生要件，
発生障害要件，消滅要件のすべてについて理解することが必要です。

このような全体の構造を知るためには，電気回路とかプロセスの流れ図等を作成して，全体
を鳥瞰できる工夫をするのが便利です。
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先に挙げた具体例で，原告が被告に対して損害賠償責任を免れる理由を，不法行為の体系
（全体図）の中で示すとどのようになるでしょうか?■
★具体例の場合，責任の成立要件，すなわち，民法709条の要件はすべて原告が証明してい
ます。
★しかし，責任の成立を妨げる要件，すなわち，被告の行為が民法720条の正当防衛・緊急避
難の要件を被告が証明しているので，被告は責任を免るのです。■
★第720条（正当防衛及び緊急避難）の条文の内容は，以下の通りです。

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，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。
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具体例では出てきませんが，もしも，加害者である被告の行為が民法709条の成立要件を満
たしており，責任成立の障害要件（民法720条など）も存在しない場合であっても，被告が責任
を負わない場合を説明しておきましょう。■
★被害者である原告が，★加害者を知ってから3年間，または，★事故が発生してから20年間，
訴えを提起しないと，★損害賠償請求権は，時効によって消滅します。
★第724条（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）■

不法行為による損害賠償の請求権は，被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知っ
た時から3年間行使しないときは，時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したと
きも，同様とする。
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不法行為の場合には，その体系を電気回路によって視覚的に示すことができました。それで
は，民法のすべての体系を電気回路によって示すことはできるでしょうか?■

民法の体系を電気回路によって示すことは不可能ではありませんが，ビルの配線図のように
複雑になりすぎて，むしろ，わかりにくくなってしまいます。
★しかし，民法のすべての条文は，★（法律要件ならば法律効果）★または，（法律要件要素
1かつ法律要件要素2かつ …法律要件要素nならば法律効果）という論理で書かれています。

したがって，論理式を操れるようになると，個々の条文の解釈が正確にできるようになります。
その上，論理式に慣れると，それをヴェン図として視覚的に表現できるので便利です。
★例えば，民法709条は，論理式では，以下のように表現できます。
★（故意または過失）かつ★因果関係かつ★損害ならば損害賠償責任■
★ もっとも，不法行為の全体像を加味すると，以下のように表現できます。
★（故意または過失）かつ因果関係かつ損害

ノット（免責事由）かつ ノット（消滅時効）ならば損害賠償責任■
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第3章が終わったので，練習問題3「法体系と個々の条文との関係」を解いてみましょう。ここで

は，復習だけでなく，発展問題も入っています。ヒントを「補遺」に載せておきましたので，参考
にしてください。■
★1.個々の条文を解釈する上で,体系的な知識が必要な理由を具体例を挙げて説明しなさい。
★2. 不法行為の体系を示す電気回路図において，民法709条の一般不法行為ではなく，民法
715条の使用者責任などの特別不法行為を表現するには，図に何を追加すればよいか，考え
なさい。
★3. 不法行為ではなく，契約法の全体像を表現するのに適した図式にどのようなものがある
かを検討し，実際に契約法の全体像を示しなさい。
★4. 民法の財産法と家族法のそれぞれの全体像を樹系図を使って表現しなさい。
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第4章は，「集合論の基礎」です。■

法律の解釈が難しいのは，一つには，ある条文から導かれる結論が，他の条文によって否定
される可能性があるからです。つまり，法律の解釈は，その分野について，すべての条文を理
解していないと，正しい結論を導くことができないのです。

すべての条文を知るには，その分野の体系を知ることが大切です。電気回路図や流れ図が
法律の全体像を示すのに適しているので，そのような図を各自で作成して，全体像を把握する
のに努めましょう。

法律の解釈が難しい，もうひとつの原因は，個々の条文の要件が真の要件ではなく，見せか
けの要件に過ぎないことがある点にあります。

個々の条文に書かれている要件が，真の要件なのか，それともみせかけの要件なのかを区
別し，それをわかりやすく表現する方法があるでしょうか?
★それを実現するのが，★集合論に基づく，★ヴェン図です。
★そこで，論理式とヴェン図の関係を理解することから始めることにしましょう。

28



論理記号と集合論とは，どのような関係にあるのでしょうか? ■
★A∩Bとは何か?
AかつBと読み，集合Aと集合Bとの共通部分です。
論理演算における，論理積（AかつB）と同じです。

★A∪Bとは何か?
AまたはBと読み，集合Aと集合Bの和の部分です。
論理演算における，論理和（AまたはB） と同じです。

（ノットA），（ノットB）はなにでしょうか?
集合A，集合Bの補集合です。
論理演算における，否定（ノットA），（ノットB）と同じです。

ド・モルガンの法則は，集合論で考えるとわかりやすいでしょう。
★AかつBを否定すると，ノットAまたはノットBとなり，
★AまたはBを否定すると，ノットAかつノットBとなります。
記号が逆になるので，注意が必要です。

法律学では，これを応用する条文が多いのです。
例えば，「善意かつ無過失」の否定は，「悪意または有過失」となります。

では，質問をしましょう。
「故意または過失がある」を否定するとどうなるでしょうか?
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法律の条文は，そのほとんどが（要件→ 効果）の形式で書かれています。それでは，要件
⇒効果は，集合論的にはどのような意味を持つのでしょうか?■
★「雨が降ったときは，傘を持参しなければならない」というルールがあったとします。
①■雨が降ったので，傘を持参した，とします。これは，正しいでしょうか?
②■雨が降ったが，傘を持参しなかった，とします。これは，正しいでしょうか?
③■雨が降らなかったので，傘を持参しなかった，とします。これは，正しいでしょうか?
④■雨が降らなかったが，傘を持参した，とします。これは正しいでしょうか？
誤りは，②だけで，その他はすべて正しいのです。

★これが，「雨が降るならば傘を持参する」の意味です。
★つまり，AならばBは，ノット（AかつノットB），すなわち，「AであってBでないということはない」
を意味します。
★これをド･モルガンの公式によって展開すると，
ノットAまたは B（Aでないか，Bである）となります。

上の図がそのことを示しています。直感的にはわかりにくいのですが，正しい結果です。初心
者には理解できないかもしれませんね。どうでしょうか?
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論理学では，ヴェン図を用いますが，集合論では，オイラーの部分集合の記述方法をよく用
います。この2つをどのように使い分けるべきでしょうか? ■

★法律要件の間の関係を示す場合，特に，一般的要件と特別の要件の関係を説明する場合
には便利です。
★法律学の A⇒Bを上図のように書くことがあります。

★しかし，部分集合（⊂）と論理式（⇒）とは必ずしも一致しないので，論理演算をする場合には
部分集合の図は使用しません。ヴェン図だけを用いることにします。
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法律学の「Aならば B」は，ときとして，むしろ，しばしば，「Aならば，かつ，そのときに限り B」を
意味することがあります。このような場合には，「ノットAならばノットB」が成り立ちます。これを
「反対解釈」と言います。■
★注意をしなければならないのは，「要件ならば効果」という式は，必ずしも，「要件ならば，か
つ，そのときに限り効果」というわけではありません。

★したがって，反対解釈をする場合には，よほど慎重でなければなりません。法律家が解釈論
で誤りに陥るのは，そのほとんどが，「誤った反対解釈」をすることに起因しています。

★例えば，因果関係を判断するものとして，「あれなければ，これなし」というルールがあります。
これは，「ノット原因ならばノット結果」（あれなければ，これなし）によって，「原因ならば結果」
（あれあれば，これあり）を導こうとするものです。
★具体的にいえば，「Aという薬品の販売・使用を禁止したならば以後，Bという病気が発症し
ない」ということから，「Aという薬品の使用が，Bという病気の原因である」という反対解釈が行
われています。しかし，このようなことが成り立つのは，原因がAだけの場合限定されのであっ
て，そのほかに，原因が存在する場合には，誤りが生じます。
★つまり，反対解釈が有効である場合は，次のような同値の場合に限定されます。
「婚姻関係を継続しがたい重大な事由があるならば裁判上の離婚事由となる」は，
「婚姻関係を継続しがたい重大な事由がないならば裁判上の離婚はできない。」と同じです。

★しかし，同値でない次の場合には注意が必要です。
「不貞行為がある⇒裁判上の離婚原因がある」というルールの場合，
「不貞行為がない⇒裁判上の離婚原因はない」といえるでしょうか?
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法律は，条文の集合として構成されています。したがって，一つの条文が全体を表現すること
は，ごくまれです。■
★先にあげた，「婚姻を継続しがたい重大な事由⇒裁判上の離婚」という条文（民法770条1項
5号）は，まれに見る，完全な条文です。したがって，この場合には，★反対解釈（婚姻を継続し
がたい重大な事由がないならば裁判上の離婚はできない）が成り立ちます。

★いずれにせよ，反対解釈は，通常の場合には，範囲を限定した場合にのみ成り立つというこ
とを忘れてはなりません。
★次の反対解釈がなぜ誤りなのか，その理由を指摘してみましょう。
「法律行為の要素に錯誤があるならば意思表示は無効」（民法95条）です。
このとき，「法律行為の要素に錯誤がないならば 意思表示は有効」といえるでしょうか?

33



第4章が終わったので，練習問題4「集合論の基礎」を解いてみましょう。■
★1. 「悪意または有過失」の否定は何か。「あることを知っていたか，または，知らないことに過
失がある」の否定形は何か。
★2. 「雨が降ったときは，傘を持参する」という命題が正しいときに，以下の行動は，正しいか，
それとも，誤りか。
★A. 雨が降ったので，傘を持参した。
★B. 雨が降ったが，傘を持参しなかった。
★C. 雨が降らなかったが，傘を持参した。
★D. 雨が降らなかったので,傘を持参しなかった。
★3. ある病気を引き起こす原因として，A薬品とB薬品とが原因物質として疑われていた。その
後，A薬品の販売が禁止されたところ，その病気は一例も発祥しないことが証明された。この事
例において，A薬品がその病気を発症させる原因と考えてよいか。ヴェン図を使って説明しなさ
い。
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第5章は，「見かけの法律要件と真の法律要件との区別」です。■
★第1節は，「民法770条1項1号～4号の見かけの法律要件」について，考察します。
★第2節は，「民法770条1項5号の真の法律要件」について，考察します。
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★何が真の法律要件で，★何が見せかけの法律要件★（真の法律要件の法律上の推定規
定）なのでしょうか？■
★このような「違いを見抜く力」こそが，★法律の解釈をマスターするために重要となります。
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民法770条（裁判上の離婚）は，以下のように規定しています。
★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 配偶者の生死が三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。
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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重大な事由」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。
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第5章が終わったので，練習問題5「真の法律要件」と「見せかけの法律要件との区別」を解い
てみましょう。民法770条は，とても重要な条文なので，現実の問題とギャップがないか，統計
資料で調べてみましょう。
★1. 離婚に関する統計（司法統計）を調べて，夫および妻が離婚を望むに至った理由を調べて
みよう。その上で，現在の民法770条の裁判上の離婚原因の規定に問題がないか検討してみ
よう。
★2. 民法770条1項1号から4号までの離婚原因と5号の離婚原因とを比較して，前者が「見か
け上の離婚原因」であり，後者が「真の離婚原因」であるとされるのはなぜかを説明しなさい。
★3. 民法770条1項1号から4号までの離婚原因が真の離婚原因でないとしたら，それをわざわ
ざ規定している意味はどこにあるのか。
★4. 民法770条の裁判上の離婚原因の規定を，現代社会に適合するように，しかも，「真の法
律要件」と「見せかけの法律要件」の意味がわかるように修正する改正案を起草してみなさい。
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第5章は，「解釈が最も難しい条文としての民法612条」です。■
★法律の解釈で最も難しい問題の一つとして，★民法612条の解釈に挑戦します。

★この条文の解釈がなぜ難しいかというと，学説および最高裁の判例が，条文に書いているこ
とと反対の結論を導いているからです。
★なぜそんな解釈が可能なのでしょうか?■
★それがここでの問題です。
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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，建物収去・土地明渡を求めました。

★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。

41



賃貸人が賃貸借契約の解除と建物収去・土地明渡を求める根拠となった条文は，以下のよう
に規定しています。■
★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。
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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，建物を収去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）■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。
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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。
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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。
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第6章が終了したので，練習問題6「解釈が最も困難な条文と困難の克服」を解いてみましょう。
■
★1. 民法770条と民法612条とを比較して,民法612条の解釈が難しいとされる理由を説明しな
さい。
★2. 民法612条の解除理由が「信頼関係の破壊」とされるに至ったのはなぜか。民法770条の
「婚姻を継続しがたい事由」と比較して検討しなさい
★3. 通常の解除原因について，民法541条～543条，民法570条を連続的に考察して,解除原
因の統一的な法律要件が発見できるかどうか検討しなさい。
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この講義の終わりに，これまでの復習と発展を兼ねて，練習問題7「総合練習問題」を解いてみ

ましょう。これは，いわば，卒業試験問題です。卒業は，新しいスタートの第一歩ですから，今
後の計画を立てて，学習に励みましょう。今後のご検討を祈ります。■
★1. 一般に，法律の条文の解釈が難しいと考えられている原因は何か?さまざまな原因を検

討した後，真の原因を法制度上の制約，立法上の制約，法の運営上の制約等の観点からまと
めてみよう。
★2. 正しい法の解釈できるようになるためには，個々人がどのような努力をする必要があるか。
必要な努力を3点にまとめてみよう。
★3. 専門家になるためには，学習時間が1万時間必要だとされています。1日3時間を当てると
して，法解釈の方法を1年間でマスターするための計画を立ててみよう。1年で無理なら，2年，2
年で無理なら3年，それも困難なら10年計画を作成してみよう。
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参照文献（1/3）です。
★１．人間の本質に迫る

・NHKスペシャル取材班『ヒューマン－なぜヒトは人間になれたのか－』角川書店（2012）
・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（2014/10/25）

★２．議論の方法
・アリストテレス（戸塚七郎訳）『弁論術』岩波文庫（1992）
・福澤一吉『議論のレッスン』NHK生活人新書（2002）
・岩田宗之『議論のルールブック』新潮新書（2007）206頁
・スティーヴン・トゥールミン（戸田山和久，福澤一吉訳）『議論の技法（The Uses of Argument(1958, 

2003)）』東京図書（2011）
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参照条文（2/3）です。
★３．法律家の思考方法

・イェーリング（小林孝輔=広沢民生訳）『権利のための闘争]』（原著1872年）日本評論社（1978）
・カイム・ペレルマン（江口三角訳) 『法律家の論理―新しいレトリック』木鐸社（1986）

・加賀山茂『現代民法 学習法入門』信山社（2007）
★４．経営学入門

・P.F.ドラッカー（上田惇生訳）『非営利組の経営』ダイヤモンド社（2007）
・伊丹敬之=加護野忠男『ゼミナール経営学入門』〔第3版〕日本経済新聞社（1989,2003）
・戸部良一他『失敗の本質－日本軍の組織論的研究』1 中公文庫（1991）(1984ダイヤモンド社刊）
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参考文献（3/3）です。
★５．現状分析

・アル・ゴア『未来を語る－世界を動かす6つの要因』KADOKAWA（2014/10/26）
・重信メイ『「アラブの春」の正体』角川書店（2012/10/10）
・ロバート・D・カブラン『地政学の逆襲』朝日新聞出版（2014/12/30）

★６．Do for others
・岡部光明「Do for Others（他者への貢献）：黄金律および利他主義の系譜と精神構造について」

明治学院大学国際学研究，46号（2014/10/31）19‐49頁（http://hdl.handle.net/10723/2143）
・阿部佳『わたくしはコンシェルジュ けっしてNOとはいえない職業』講談社文庫（2010）
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補遺（練習問題を解くためのヒント）の目次です。
★法の体系
★公法と司法との関係
★刑法（公法）と民法（民法）との違い
★民法の適用条文ベスト20，ベスト30

★特別不法行為の電気回路による表現
★契約法の体系的表現
★契約法の流れ図
★契約類型の体系図
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★公法と私法との関係です。■
★法の網の目は，縦糸と横糸でつむがれています。
★公法は，国家と市民との間の関係（縦の関係）をコントロールしています。
★私法は，市民と市民との間の関係（横の関係）をコントロールしています。
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★刑法は，国家権力による不当な干渉を予防するため，罪刑法定主義を採用しています。
★したがって，刑法の条文にない行為は，犯罪を構成せず，罰せられることはありません。

★民法は，市民の権利の尊重と権利が侵害された被害者の救済を主要な役割としています。

★したがって，条文に規定されていない行為であっても，被害者を救済するために，個別法で
はなく，一般法が適用されます。
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民法の適用頻度 ベスト20です。
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民法の適用頻度ベスト30です。
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特別不法行為法の電気回路図の一例です。
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★契約法のフローチャートの一例です。
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★契約法各論（典型契約）の系統図の一例です。
★これで，「法と集合論」の講義を終了します。
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