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第１ 法律学習入門（全体構造編：総論） 

 

１ 法律の学習とは？ 

  予備試験で問われる「能力」とは？ 
   論文式試験では「事例問題」が出題される 
    事例問題：具体的な事案解決が求められる出題形式 

→【民事系，公法系】具体的な紛争に至る経過が示された上で，一方当

事者の主張・相手方の反論を踏まえて当該主張が認められるか否か

を検討する 
【刑事系】特定人（複数人であることが多い）の具体的行為について

犯罪の成否（罪責）を検討する 
    予備試験，司法試験＝実務家登用試験 
 
 
【事例問題へのアプローチ】 
 時系列，人物関係も踏まえて事例の内容を正確に把握（＝事例分析能力） 

→当事者の主張は何か（根拠となる条文は何か） 
→反対当事者の主張＝反論は何か（根拠となる条文は何か） 
→争点形成（＝争点抽出能力） 
→当事者の請求が認められるか（事例に対する判断＝事例解決能力） 
 

 
【事例解決のための視点】 
・条文中心の学習姿勢＋判例に対する正しい理解 

 ・まず条文があり（当事者の主張を実現する根拠＝条文），条文の適用での解決が難しい

場合，条文解釈に関する判例（裁判所の判断）の考え方を用いる 
  →判例では，「何故そのような判断をしたのか（＝理由付け）」について，条文や制

度趣旨を踏まえた説明（判示）がなされている 
  →入門段階においては，①結論に加えて理由付けも正確に理解すること，②判例の

読み方を習得することを意識することが非常に有効である 
・「判例を読むこと＝論文対策」の側面 

  
※ いずれにせよ，出発点となるのは「条文」であり，条文の正しい解釈は必要不可欠 
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平成１２年１月５日，Ｘは，Ｙに対して返済期日を平成１３年１月５日として１００万

円を貸し付けたが，Ｙは一向に返済しようとしない。Ｘは，平成３０年１０月７日，Ｙに

対して，「いい加減に貸した１００万円を返してくれ」と口頭で催促したところ，Ｙは「も

うすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから，頼むから年末まで待ってくれ」と懇願したた

め，Ｘは渋々これに応じた。 
 しかし，Ｙは，Ｘに対して一切返済をすることなく現在に至っている。 
 Ｘは，Ｙに対して１００万円の返還を請求することができるか？ 
 
※年月日にかかわらず，改正民法が適用されるものとする。 

 
・なぜ，Ｘは「１００万円を返せ」とＹに請求することができるのか？ 
・Ｙは，Ｘに対していかなる反論ができるのか？ 
・Ｙの「もうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから，頼むから年末まで待ってくれ」と

の発言にはいかなる意味があるか？ 
・争点は何か？ 
・解決指針は？ 
・手続法と訴訟法→訴訟上の問題点 
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２ 条文の読み方 

（１） …条・…項・…号 
  刑法 19 条① 次に掲げる物は，没収することができる（19 条１項柱書）。 

一 犯罪行為を組成した物（19 条１項１号） 

二 犯罪行為の用に供し，又は供しようとした物（19条１項２号） 

三 犯罪行為によって生じ，若しくはこれによって得た物又は犯罪行為

の報酬として得た物（19条１項３号） 

四 前号に掲げる物の対価として得た物（19 条１項４号） 

② 没収は，犯人以外の者に属しない物に限り，これをすることができる。

ただし，犯人以外の者に属する物であっても，犯罪の後にその者が情を

知って取得したものであるときは，これを没収することができる（19 条

２項）。 

（２） 本文とただし書 
（３） 前段と後段 
 憲法 21 条２項 検閲は，これをしてはならない（前段）。通信の秘密は，これを侵し

てはならない（後段）。 

（４） 法令用語の基礎 
ア「又は」と「若しくは」 

刑法 199 条：人を殺した者は，死刑又は無期若しくは５年以上の懲役に処する。 

イ「及び」と「並びに」 
会社法 355 条：取締役は，法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し……。 

ウ「とき」と「時」 
憲法 60 条２項：予算について，参議院で衆議院と異なった議決をした場合に，法

律の定めるところにより，両議院の協議会を開いても意見が一致し

ないとき……は，衆議院の議決を国会の議決とする。 

エ「推定する」と「みなす（看做す）」 
民法 188 条：占有者が占有物について行使する権利は，適法に有するものと推定

する。 

  民法 753 条：未成年者が婚姻をしたときは，これによって成年に達したものとみ

なす。 

（５） 「準用する」とは？ 
民法 99 条（代理行為の要件及び効果） 

１ 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は，

本人に対して直接にその効力を生ずる。 

２ 前項の規定は，第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 
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３ 条文の構造 

 

要件と効果による分析 
   一つの条文で要件効果が揃っている場合もあるが，ある条文で「要件」，別の条文で

「効果」が示されている場合もある。 
 
民法 94 条（虚偽表示） 

  １ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は，無効とする。 

  ２ 前項の規定による虚偽の意思表示は，善意の第三者に対抗することはできない。 

 

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。 

  

刑法 199 条（殺人） 

  人を殺した者は，死刑又は無期若しくは５年以上の懲役に処する。 

 

民法 541 条（催告による解除） 

  当事者の一方がその債務を履行しない場合において，相手方が相当の期間を定めてそ

の履行を催告をし，その期間内に履行がないときは，相手方は，契約の解除をすること

ができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上

の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。 

 

民法 545 条（解除の効果） 

  １ 当事者の一方がその解除権を行使した時は，各当事者は，その相手方を現状に復

させる義務を負う。ただし，第三者の権利を害することはできない。 

２（省略） 

３（省略） 
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４ 条文の解釈……条文を用いて事例が解決出来ない場合，どうするか？ 

  ・条文は完全なものではない（あえて曖昧に表現，時代の変遷など）→解釈の必要性 
 
（１）解釈の種類 
 文理解釈と目的論的解釈 

・まずは文理解釈をした上で，一義的に決せられない・不都合が生じた場合，目的

論的解釈を行う（＝条文の趣旨，制度趣旨を考慮し，趣旨に沿うように解釈する） 
・目的論的解釈：反対解釈，拡張解釈，縮小解釈，類推解釈など… 

 
「この橋，馬車は通るべからず」という立て札がある場合 

→「自動車」は通行することができるか？ 
 

・文理解釈によれば… 
  
・反対解釈によれば… 
・類推解釈によれば… 
 
※ いずれが「正しい」解釈か？ 
※ 類推解釈をした場合，自動車は必ず含まれるのか？ 

   「牛車」はどうか？「電気自動車」はどうか？ 
  →立法趣旨・制度趣旨によって類推の基礎が変わることになる 
 
 
（２）条文の類推適用の考え方（94 条２項類推適用を題材に） 
 
事例１：Ａは，債権者からの差押えを免れるため，友人であるＢと示し合わせた上で，Ａ

所有のパソコン（時価２０万円相当，以下，「本件パソコン」という。）をＢに売った

ことにしてＢに引き渡した。引渡しを受けたＢは，事情を知らないＣに本件パソコン

を売却し，Ｃに引き渡した。 
事例２：Ａは，税金対策のため，自己所有の土地（以下，「本件土地」という。）の登記名

義を無断で息子のＢ名義にしていたところ，Ｂは本件土地が自分の名義になっている

ことに気付き，これを奇貨として，事情を知らないＣに本件土地を売却し，Ｃは所有

権登記を備えた。 
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民法 94 条（虚偽表示） 

  １ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は，無効とする。 

  ２ 前項の規定による虚偽の意思表示は，善意の第三者に対抗することはできない。 

 
※ 94 条２項の趣旨  
権利外観法理  
①本人の帰責性，②虚偽の外観の存在，③第三者の信頼を要件に，本人の犠牲のもと，

第三者の信頼を保護する（信頼どおりの権利を認める）考え方 
 
・事例２は，94 条２項を直接適用することはできるか？ 
・直接適用できないとして，なぜ，類推適用を認めるのか？ 
 
 
（３）条文→判例→学説 
・判例…裁判所が裁判において示した解釈＝条文解釈において極めて重要な意味を持つ 
     ☆  司法試験（予備試験）においては判例の理解が問われることが多い 

条文と同等の位置づけといってもよい 
 

もっとも，裁判所は，具体的事件の解決のために必要とされる限度での司法判断を下す

にすぎない 
→ 判例の「射程」：当該判例の示した判断が，どこまで及ぶか？ 

 
 
【判例学習の取り組み方（刑法総論を題材に）】 
 
正当防衛（刑法 36条１項）：「急迫不正の侵害に対して，自己又は他人の権利を防衛する

ため，やむを得ずにした行為は，罰しない」 

  

 ※ 正当防衛は「違法性阻却事由」とされ，正当防衛が成立する場合には，たとえ構成

要件に該当する行為であったとしても，違法性が無く，犯罪は成立しないとされる 
 → では，自招防衛（相手方の攻撃に先立って相手方に対して暴行を加え，自ら侵

害を招いた場合など）でも，正当防衛は成立するか？ 
   → 判例は，防衛者の反撃は，「何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況に

おける行為ではなく，正当防衛は成立しない」としている（最決平 20.5.20，百選

Ⅰ〔26〕） 
 → 「自招防衛には正当防衛は成立しない」ということか？ 
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最決平 20.5.20，百選Ⅰ〔26〕（特殊警棒事件） 
【事例】 
甲が，言い争いになったＡの左頬を殴打し，走って立ち去ったところ，Ａが自転車で追

いかけ，現場から約 26.5ｍ先を左折して，約 60ｍ進んだ歩道上で自転車に乗ったまま，水

平に伸ばした右腕で，後方から甲の背中の上部または首付近を強く殴打した。これに対し

て甲が，携帯していた特殊警棒でＡの顔面や左手を殴打して傷害を負わせた。 

【判旨】 
「（甲は）Ａから攻撃されるに先立ち，Ａに対して暴行を加えているのであって，Ａの攻

撃は，甲の暴行に触発された，その直後における近接した場所での一連，一体の事態とい

うことができ，甲は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから，Ａの攻撃が甲

の前記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては，甲の

本件傷害行為は，甲において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行

為とはいえないというべきである」 

 
・事例，判旨をしっかり理解できていれば，いわゆる自招防衛であっても正当防衛が成立

する余地が十分あることが分かる 
 → 特に予備試験の論文式試験では，事例問題でこのような内容が多く問われ，受験生

によって大きく差がつくことが多い（∵短答式→論文式） 
 
・（発展）正当防衛のどの要件が否定されたのか？ 
 
ｃｆ）学説…学者の解釈に対する見解＝判例の結論が妥当ではない場合，そもそも判例が

ない場合に意義がある 
 
（４）事例判断の方法 
・条文，要件の指摘 
 → 条文解釈が必要な場合は，適切な解釈や判例規範を示す 
・事実のあてはめ（事実の評価＝事例問題においては重要） 
・法律効果の説明 
 
５ 法律の分類 

・公法と私法の区別 
・実体法と手続法の区別 
・成文法と不文法 
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第２ 入門講座で学習する法律（全体構造編：各論） 

                  →セブンサミット（全体構造編）を使用 
 
【全体構造編で，各科目を俯瞰する意義】 

・各法律ごとの特徴・イメージをつかむ 
→各法律が用いられる具体的場面のイメージをもって本論の学習に入れる 

・学習する法律科目間（＝全科目）の「全体像」をつかむ（質的にも，量的にも） 
  →本論編に入った際，「今，全体中のどの部分の学習をしているのか」イメージできる 
・各科目の特性の「相対化」 
・各法律で用いられる「基本概念」「（超）最重要事項」をあらかじめ理解・把握する 
  →本論編に入った際に，よりスムーズな理解が期待できる 
 
【全体構造編（各論）】 

・はじめは，完全な理解まではできなくても良い（イメージ，興味を持つことが重要！） 
・本論編の各科目を受講する前に，該当科目の部分だけあらかじめ目を通しておく 
  →各科目導入としての意義＝本論が頭に入りやすい 

→各科目受講後の段階において，該当科目の記述を読んで，理解できればよい 
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民法 587 条（消費貸借） 

  消費貸借は，当事者の一方が種類，品質，及び数量の同じ物をもって返還することを

約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって，その効力を生じる。 

 

民法 166 条（債権等の消滅時効） 

 ① 債権は，次に掲げる場合には，時効によって消滅する。 

一 債権者が権利を行使できることを知った時から五年間行使しないとき 

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき 

 

民法 152 条（承認による時効の更新） 

 ① 時効は，権利の承認があったときは，その時から新たにその進行を始める。 

 
最大判昭 41.4.20，百選Ⅰ〔42〕 

「時効の完成後，債務者が債務の承認をすることは，時効による債務消滅の主張と相容れ

ない行為であり，相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考え

るであろうから，その後においては債務者に時効の援用を認めないと解するのが，信義則

に照らし，相当である」 
 
Ａ 時効完成後に，援用権者

が時効完成を知らずに債

務の存在を前提とする行

為（債務承認などの自認

行為）をした場合，援用

権者は後に改めて時効を

援用することができるか 

否定（時効援用権喪失説＝債務者が時効完成を知ら

ずに債務の承認をした場合，その行為は時効利益の

放棄とはならないが，信義則上（１Ⅱ）時効の援用

は許されなくなる） 

「時効の完成後，債務者が債務の承認をすること

は，時効による債務消滅の主張と相容れない行為で

あり，相手方においても債務者はもはや時効の援用

をしない趣旨であると考えるであろうから，その後

においては債務者に時効の援用を認めないと解す

るのが，信義則に照らし，相当である（最大判昭

41.4.20，百選Ⅰ〔42〕）」 

236 

 
※ 時効完成後，時効完成の事実を知りながら債務承認をした場合には，時効利益の放棄

と評価できる 
※ 時効利益の放棄：時効の利益を受けないという意思を表示すること 

民法 146 条：時効の利益は，あらかじめ放棄することができない 

→時効完成後ならば放棄可能 
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