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§１．一番最初の法学入門 
 
１．民法・刑法・憲法の役割 
Q. なぜ民法・刑法・憲法という順番に講師は書いているのか？ 
 
＜民法・刑法・憲法の役割の図＞ 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
Case. 私人ＢはＡの車を盗んだ。私人Ａは国家を批判する本を書いた。 
この国では，国民に表現の自由が，憲法により保障されている。しかし，国家は，

国家を批判する言論を処罰する法律を作った。 
 
①ＡはＢに車を返せといえる。 
②ＡはＢに，損害賠償を請求できる。 
③Ｂの行為は窃盗罪に当たるので，国家はＢを処罰する。 
④国家はＡを処罰しようとする。しかし，Ａには表現の自由があるので処罰され

ない。 
 
・民法…個人の財産関係と家族関係を規律する法律 
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。 

     国家 

 私人Ａ   私人Ｂ 
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・刑法…犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する法律 
刑法１９９条 
人を殺した者は，死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 
 
・憲法…個人の権利（人権）と国の組織の基礎（統治機構）について定めたもの 
憲法２１条１項 
集会，結社及び言論，出版その他一切の表現の自由は，これを保障する。 
憲法４１条 
国会は，国権の最高機関であつて，国の唯一の立法機関である。 
※憲法は，法の法（法律の上位にある法）とも言われ，すべての法律より上位で

ある。 
※この他にも，重要な法律はたくさんある。しかし，民法・刑法・憲法が基本で

ある。 
 
§２．裁判手続の流れ 
 
１．裁判制度 
（１）裁判制度 
・裁判とは？ 
 社会において起こる具体的事件に対していかなる処理をすべきかについて，国

の機関としての裁判所が法を適用して決定すること 
・裁判の種類 
 民事裁判（民事訴訟，民事事件）と，刑事裁判（刑事訴訟，刑事事件）の二種

類がある。また，行政裁判（行政訴訟，行政事件）もあるが，広い意味で民事事

件に含まれる。 
 
（２）裁判所の種類 
・裁判所の種類 
 最高裁判所，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所，簡易裁判所の５種類。一

般的な事件は，地裁→高裁→最高裁の順に上訴されて処理される。 
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・家庭裁判所 
 家庭事件や少年事件を裁判するために特に設けられた裁判所で，地裁と同等の

位置にある。 
・簡易裁判所 
 少額軽微な事件（訴額が１４０万円以下の事件や選択刑として罰金がある罪に

ついての刑事事件等）について，これを簡易かつ迅速に裁判する第一審裁判所で

ある。 
 
（３）裁判の公開 
・裁判公開の原則 
 憲法８２条１項 裁判の対審および判決は，公開の法廷で行う。 

※後でやる例外に注意 
 
２．民事裁判 
Case. Ａは，Ｂに車を１００万円で売る契約をした。しかし，Ｂに車を引き渡

したにもかかわらず，Ｂは１００万円を支払わない。 
 
（１）民事裁判とは 
・民事裁判（民事訴訟） 
…民事上の紛争（つまり財産関係と家族関係における紛争）を解決する裁判 
 民事裁判は，原告（裁判を起こした人）と被告（裁判を起こされた人）のバト

ルである！ 
・弁護士代理の原則 
 まず，日本では本人が（弁護士を頼まなくても）民事裁判を起こせる。誰かに

頼むのであれば，弁護士でなければならない。訴額１４０万円以下の一定の事件

（簡易裁判所管轄）の場合は，司法書士でもよいことがある。 
 
（２）民事訴訟の流れ 
①訴訟の開始 

Ａは，Ｂに１００万円の支払いを求める訴状を提出した。そして，訴状は裁判

所からＢに送達された。＜処分権主義＝訴えなければ裁判なし＞ 



入門講座（武山クラス）・全体構造編・補助レジュメ 

 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 4 無断複製・頒布を禁じます 

②訴訟の審理 
ア）訴訟要件の審理 

※訴訟要件＝裁判所で事件を取り上げてもらうための要件 
例）もし全然無関係のＣが裁判を起こしたら，訴訟要件がない裁判ということ

になる 
→却下判決が出る 

イ）本案の審理 
a.弁論手続＝事実の主張  
Ａは，Ｂと車を１００万円で売る売買契約を結んだことを主張した。 

b.証拠調べ手続＝事実の立証 
  Ａは，主張した事実を立証するため，契約書を提出した。 
※売買契約の事実は，代金を求めるＡが証明しなければならない＝Ａに立証責

任がある＝もし，Ａが証明できなければ，Ａが裁判で負ける。 
※どの証拠を信頼して認定の資料とするか，また，その証拠をどの程度信用す

るかについては裁判官の自由な判断に任せられている＝自由心証主義 
③訴訟の終了 

裁判官が判決を言い渡す。和解になることもある。 
※訴訟要件で負けたら却下判決。本案審理で負けたら請求棄却判決。勝ったら，

請求認容判決。 
④上訴 
 不服がある場合は，控訴，上告する。 

※ 地方裁判所―高等裁判所―最高裁判所の３段階が原則 
※ 第一審、控訴審は事実審であるが、上告審は法律審である。 

 
 
３．刑事裁判 
Case. Ａは B 商店から，１万円相当の品を盗んだ。Ａには前科があり，悪質性

が高いと検察官が判断したため，検察官が公訴提起した。 
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（１）刑事訴訟とは 
・刑事裁判（刑事訴訟）…ある行為が犯罪にあたるかどうかを判断し，犯罪にあ

たる行為をした者に対して刑罰を加えるための裁判。 
 刑事裁判は，国家（検察官）と被告人とのバトルである！ 
→被告人は弱い立場にあるので，弁護士をつけることができる（弁護人選任権） 
 
（２）刑事裁判になるまでの基本的な流れ 
 警察が捜査→検察官が捜査→検察官が起訴→刑事裁判になる 
※逮捕は，証拠隠滅を防ぐために被疑者の身柄を拘束するものであり，刑事裁判

の条件ではない。 
※起訴するか否かは検察官が決める＝起訴便宜主義 
※不当な不起訴に対するコントロールとして，検察審査会がある。 
・検察審査会…検察官の不起訴処分を市民が審査するもの。 
 
（３）刑事訴訟の流れ 
①冒頭手続（法 291 条） 
・人定質問（規則 196 条） 
  ↓ 
・起訴状朗読（法 291 条１項） 
  ↓ 
・権利告知（法 291 条４項，規則 197 条） 
  ↓ 
・罪状認否（法 291 条４項） 
 
②証拠調べ手続（法 292 条） 
・冒頭陳述（法 296 条，規則 198 条） 
  ↓ 
・犯罪事実に関する立証 
  ↓ 
・情状に関する立証 
  ↓ 
・被告人質問（法 311 条） 
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③弁論手続 
・検察官の論告・求刑（法 293 条１項） 
  ↓ 
・弁護人の弁論（法 293 条２項，規則 211 条） 
  ↓ 
・被告人の最終陳述（法 293 条２項，規則 211 条） 
  ↓ 
・弁論終結 
 
④判決宣告（法 342 条） 
※「合理的な疑いを超える程度の証明」を検察官がしなければ，有罪にできな

い。＝立証責任は常に検察官にある。疑わしきは罰せず。 
※自由心証主義は，刑事裁判でも採用されている。 
 

⑤上訴（場合によっては） 
 
４，行政処分と行政訴訟 
Case. Ａはよそ見をして運転していたので，Ｂを車ではね，ケガを負わせた。

ＡはＢから損害賠償を求められた。Ａは自動車運転過失致傷罪で起訴された。Ａ

は運転免許の停止処分を受けた。 
 
※行政処分 行政が法律の規定に基づいて，国民の権利を制限しあるいは義務を

課す処分 
 
・行政処分の取消を求める訴訟等を、行政訴訟という。 
→行政事件訴訟法 
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§３．大陸法と英米法 
１．大陸法と英米法 
 世界レベルで見ると，近代的な法は，大陸法と英米法という２つの法系に分か

れる。 
 
・大陸法 
 大陸法は，ローマ法とゲルマン法の融合によってできたといえる法系である。

この法系に属する国は多い。一般に成文法主義を採用している。 
・英米法 
 英米法は，ゲルマン法（アングロ・サクソン法）を起源とする法系で，アング

ロ・サクソン諸国で採用されている。一般に判例法主義を採用している。 
・大陸法と英米法の比較 
 大陸法 英米法 
代表国 ドイツ，フランス イギリス，アメリカ 
法制度 成文法主義 判例法主義 
沿革 ローマ法を継受 コモン・ローから発展 
 
・大陸法系の諸国では，抽象的な原則を樹立した上で，それを具体的事実に演繹

的に適用するという手法が用いられる。英米法の諸国は，ある事件が起こると，

その先例となる事件を探し，そこから帰納的にその事件に適用すべき法原理を見

出すという手法が用いられる。 
※ 日本は，民法，刑法などをはじめとして，基本的には大陸法系に属する。 

ただし，憲法，刑事訴訟法等は，アメリカ法の影響を大きく受けている。 
 
２．法の支配と法治主義  
 国民の権利自由を権力から守るための，２つの考え方がある。 
 法治主義は，行政権に対する不信から生まれたもの。行政権を議会が作った法

律で縛ることが目的。 
 法の支配は，行政権と立法権に対する不信から生まれたもの。行政権と立法権

（時には司法権も）を，自然法（憲法）によって縛ることが目的。 
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（１）法の支配 
・法の支配とは，支配権力は法の下におかれ，その定めに従って行使されなけれ

ばならないという原理。イギリス起源。 
 ※支配権力とは，法律を作る立法権，法律を執行する行政権，裁判を行う司法

権に分類できる。 
・国民の権利自由の保護を重視する視点に立っている，法の実質的な内容に関心

が強いこと，法を発見する裁判所が法の担い手として重視されるという特徴があ

る。 
・法制定権力たる立法権に対する抑制原理としても重要な意義を持っている。 
 
（２）（形式的）法治主義 
・（形式的）法治主義とは，行政権力や司法権の源泉を議会の定める法律に求め，

これらの権力行使は法律に基づかなければならないとする原理。１９世紀のドイ

ツ起源。 
・個人の権利や自由を国家権力の濫用から守ることを目的 
・国権の最高機関の地位は議会 
 
（３）法治主義と法の支配の比較 
 （形式的）法治主義 法の支配 
原理 行政権と司法権を，議会の定

める法律の下に置き，行政権

と司法権の行使は法律に基づ

かなければならないとする考

え 

支配権力（立法権，行政権，司

法権）はすべて法の下に置か

れ，法に従って行使されなけれ

ばならないという考え方 

起源 大陸起源，19Ｃ頃から イギリス起源，17Ｃ中頃から 
特徴 議会が最高機関。行政権と司

法権がこれに服従。 
立法権，行政権，司法権全てに

対する抑制原理。法の実質的内

容に関心。 
※ どちらも，国民の権利自由を保護するという目的は同じ。 
※ 現在のドイツやフランスでは，議会も憲法で縛られるという，実質的法治主

義の考え方が採用されている。 
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§４．裁判の基準 
 裁判官が裁判をする際によるべき基準は，法律だけでない。 
 
１．法源 
・法源とは，裁判官が裁判をする際によるべき基準。制度上の法源と事実上の法

源がある。 
・制度上の法源は，裁判官が制度的に従うべきもので，成文法や慣習法がこれに

あたる。 
・事実上の法源は，裁判官が事実上従っているもので，判例や条理がこれにあた

る。 
 
２．成文法（制定法） 
（１）成文法とは 
・成文法（制定法）とは，公的機関によって制定され，文章の形に表現された法

律。 
⇔不文法 

・上位の法規に抵触する下位の法規は効力を持たない（成文法の段階構造） 
 
（２）法令の種類 
・法律…議会（国会）が制定した法規範 
・政令…内閣が制定した法規範 
・省令…各省の大臣が主任の行政事務について制定した法規範 
・命令＝政令＋省令 
・法令＝法律＋命令 
 
（３）成文法の段階構造 
・憲法＞法律＞命令＞条例 
・政令＞省令 
・憲法＞条約（憲法優位説，判例による） 
※ 条例とは，地方公共団体の議会が定めた法規範 
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※成文法の読み方 
・条文は，条→項→号の順番で規定（条→号となっているものもある） 
例）民法９５条，会社法２条 
・その他→セブンサミット P11 
 
３．慣習法 
・慣習法とは，慣習のうち法としての効力を認められるものをいう。不文法であ

る。 
例）閣議（内閣の会議）の議事は全閣僚一致で決定される。 
・慣習法は成文法に対する補助的な存在である（成文法の優位） 
→但し，商慣習は民法に優先する（商法１条２項）。 
・成文法に取り入れられた合理的な規定を除いて，公の秩序又は善良の風俗に反

しない慣習は，法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事

項に関するものに限り，法律と同一の効力を有する（法の適用に関する通則法３

条）。 
 
４．判例 
・判例とは，広義には裁判例（判決例）のことをいうが，狭義には判決の結論を

導く法的理由づけ（判決理由）をいう。最狭義には，最高裁の判決理由をいう。 
・成文法主義を採るわが国では，判例は制度上の法源ではない。 
・判例変更をするのは簡単ではないので，判例は事実上の法源として現実には強

い拘束力を有する。 
 
※判例の読み方 
● 南九州税理士会政治献金事件（最判平 8.3.19／百選Ⅰ〔39〕） 
事案： 公益法人である税理士会が、会員から政治献金の目的で特別会費を強制

的に徴収することが許されるかが争われた。 
判旨： 税理士会は強制加入団体で、会員には脱退の自由もないのであるから、

「様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定され

て」おり、そのため多数決原理に基づく税理士会の活動やそのための会員への協

力義務の要請にも「おのずから限界がある」。 
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そして，「規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは，選挙に

おける投票の自由と表裏を成すものとして，会員各人が市民としての個人的な政

治的思想，見解，判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄」なので特別会費徴

収の決議は無効である。 
 
５．条理 
・条理とは，具体的な事件について，その事案に即した妥当な解決を考える際の

ルール。社会通念ともいう。不文法である。 
例）（警察）比例原則…権利自由の制約は社会公共の障害を除去するために必要

最小限度にとどまらなければならないという原則 
・民事事件においては，条理は法源になる。それに対して，刑事事件においては，

罪刑法定主義の観点から条理が直接の法源となることはない 
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§５．法の分類 
１．公法・私法・社会法 
（１）公法・私法二分法 
・公法・私法二分法とは，法律を公法・私法の二つに分ける分類方法。 
・公法とは，国および公共団体と私人の関係を規制する法のことをいう。国家権

力が直接国民に介入するような法 
 例）憲法，行政法，刑法，民事訴訟法，刑事訴訟法 
・私法とは，私人間の関係を規制する法のことをいう。 
 例）民法，商法 
しかし，公法と私法の二つで割り切れない法律も出てきた。 
 例）労働法は伝統的には私法とされてきたが，公法的側面があることも否定で

きない。→そこで，公法・私法・社会法による三分法が提唱された。 
 
（２）公法・私法・社会法による三分法 
・公法・私法・社会法による三分法とは，法律を公法・私法・社会法の三つに分

ける分類方法。公法と私法の定義は（１）と同じ。 
・社会法とは，福祉国家思想に基づき，所有権の絶対性や契約締結自由の原則な

どを基本原理とする市民法を修正する法のことをいう。 
 例）労働法，独占禁止法，社会保障法 
※二分法が間違っていて，三分法が絶対的に正しいということはない。あくまで，

分類の方法が複数あるということ。 
 
２．実体法と手続法 
・実体法とは，権利義務，犯罪の要件とその効果など，実質的な法律関係の内容

を定める法のことをいう。 
 例）民法，商法，刑法 
・手続法とは，実体法に定められた法律関係を実現するための訴訟などの手続に

ついて定めた法のことをいう。 
 例）民事訴訟法，刑事訴訟法，行政事件訴訟法，行政手続法，不動産登記法 
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３．一般法と特別法 
（１）意義 
・一般法は，より広い範囲・事項を規制の対象とする法をいう。 
・特別法は，特定の事項・関係を規制の対象とする法律をいう。 
 例）金銭を貸すときに利息を定めなかった。そのときには，民法では利息を請

求できないが（民法５８９条１項）、商法では法定利息を請求できる（商法５１

３条１項）。 
・一般法と特別法の関係は相対的なもの。ある法律が一般法か特別法のどちらに

なるかは，他の法律との関係で決定される。 
 例）民法と商法の間では，民法が一般法で商法が特別法。 
   商法と金融商品取引法の間では，商法が一般法で金融商品取引法が特別法。 
 
（２）同等の法規間の優劣 
①特別法は常に一般法に優先して適用される。 
②後法は前法に優先する（後法は前法を廃する）。 
 法令が新たに制定・改正された場合には，この原則が適用され，新たな法令の

内容がそれ以前の法令に優先して適用される。 
③特別法が前法で一般法が後法の場合，「特別法は常に一般法に優先して適用さ

れる」ので，特別法が優先する。 
 
４．強行法規と任意法規 
 主に私法上の規定で問題になる概念。 
 例）民事法定利息原則３％（任意規定）←利息を定めなかったらこれになる 
  利息制限法の上限利息は約１５％（強行規定）←これに反すると無効 
 つまり，金銭を貸すときに，１５％（強行規定）までの範囲内で自由に利息を

定めることができる（契約自由の原則）。もし，利息を定めなかったら原則３％

（任意規定）になる。 
・強行法規（強行規定）は，主に公の秩序に関する事項について規定したもので，

強行法規に反する法律行為は無効となる。 
・任意法規（任意規定）は，主に公の秩序に関しない事項についての規定で，当

事者が契約などで定めなかった事項を補充するもの。当事者が別の内容を契約等

で定めていれば，任意法規は適用されない。 
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§６．法の解釈 
 基本的な法の解釈のスタイルを学ぶ 
 
１．文理解釈と論理解釈 
（１）文理解釈 
・文理解釈とは，法の文言のもつ意味を明らかにする解釈。条文の文言以外の事

情は考慮に入れない。条文の文言が曖昧だったり，文法的に複雑な場合に，その

内容を明確にする。 
 例）「賄賂を受け取った公務員は，懲戒免職とする」という規定があった場合，

賄賂とは，公務員の職務に関する不正の報酬としての一切の利益である，と内容

を明確にすること。 
 
（２）論理解釈 
・論理解釈とは，一切の論理を用いてする解釈であり，２つ以上の法律や制度の

間に表面上の矛盾があるときに，論理の操作によってそれを整合的に解釈するこ

と。 
 例）「試験時間中に煙草を吸ってはいけない」と定められている一方で，「試験

時間中の喫煙は所定の場所で行うこと」という規定があったとする。この２つの

規定は一見矛盾する。そこで，「試験時間中に煙草を吸ってはいけない」という

規定は，その試験を受験する受験生に対して向けられた規定で，それ以外の者は

試験時間中でも煙草を吸うことができるが，その際には所定の場所で吸わなけれ

ばならない，と解釈することによって整合性を保つ。 
 
２．拡大解釈と縮小解釈 
（１）拡大解釈（拡張解釈） 
・拡大解釈とは，法の文言に広義と狭義がある場合に，広義の解釈を採る方法。 
 例）「試験時間中に煙草を吸ってはいけない」という場合に，一般の煙草だけ

でなく葉巻を吸うことも禁止されると解釈すること。 
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（２）縮小解釈 
・縮小解釈とは，法の文言に広義と狭義がある場合に，狭義の解釈を採る方法。 
 例）「試験時間中に煙草を吸ってはいけない」という場合に，一般の煙草のみ

が吸うことを禁止されると解釈すること。 
 ※ある規定を拡大解釈するか縮小解釈するかは，結局どちらの解釈が妥当かと

いう観点から決定される。次に扱う，類推解釈と反対解釈のどちらを採るかとい

う場面についても同様。 
 
３．類推解釈と反対解釈 
（１） 類推解釈 
・類推解釈とは，法の文言の意味に含まれないものに対し，その類似性を理由と

してその規定を適用すること。 
例）「この川でサケを取ってはならない」という場合に，魚という共通点があ

ることから，鮎を取ることも禁止されていると解釈すること。 
 ※罪刑法定主義の下，刑法においては類推解釈は禁止される。但し，被告人に

有利な類推解釈は許される。 
 
（２）反対解釈 
・反対解釈とは，法に規定されていない事項について，その法規の適用を排除す

ること。 
 例）「この川でサケを取ってはならない」という場合に，サケ以外の他の魚な

ら採ってもよいと，解釈すること。 
 
 ※勿論解釈…類推解釈の一種であり，ある事項について法が規定していること

が，同一属性を持つ他の事項にも適用されることが当然，自明であるとする解釈

方法。 
 例）「１０万円の賄賂を受け取った公務員は懲戒免職とする」という規定があ

る場合に，「１００万円の賄賂を受け取った公務員は（もちろん）懲戒免職とす

る」と解釈する。 
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§７．裁判員制度 
 わが国では，国民が刑事裁判に参加する制度として，2009 年から裁判員制度

が実施されている 
 
１．陪審制と参審制 
・国民の司法参加形態には，市民だけで有罪・無罪の評決を行う陪審制と，職業

裁判官と市民が協働する参審制がある。わが国の制度は，どちらの制度でもない

が，参審制に近い。 
・わが国では，かつて 1928~1943 年に陪審員制度が導入されていた。 
 
２．裁判員制度 
・死刑または無期の懲役・禁錮にあたる罪に関わる事件などの重大な刑事事件に

適用される。 
・裁判員は裁判官とともに被告の有罪・無罪，および量刑を決めるが，法令の解

釈だけは裁判官が行う。意思決定は，原則的に裁判官３人と裁判員６人から構成

される合議体での多数決によって行われる。 
・被告人に，裁判員制度を拒否する権利はない。 
・裁判員には守秘義務がある。 
・裁判員は，衆議院議員の選挙権を持つ者の中から抽選で選出されるが，学生や

70 歳以上の者のほか，仕事上著しい損失が生じる場合や育児・介護などやむを

えない事情がある者は辞退することが可能。 
・日当や交通費，宿泊料は支払われるが，参加に伴う損失補償はない。 
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§８．基本的人権の歴史 
 基本的人権は，人権ないし基本権とも呼ばれ，人身の自由，表現の自由などの

個別的人権を総称する言葉である。 
 
１，人権保障の変遷 
・国民権という地位に伴う権利から，人間であることによって認められる普遍的

権利へ 
・自由権から社会権へ 
 ※自由権は国家からの自由，社会権は国家による自由 
・法律による保障から憲法による保障へ 
 
２，世界各国の人権宣言 
（１）イギリス 
①マグナカルタ(1215) 
・国王が貴族の特権を容認したもので，王権という権力制限の発端 
・本質的には封建制度を温存するための文章で，近代的な意味での自由や権利の

保障を目的とするものではない。 
②権利請願(1628) 
・権利・自由の保障が一般国民にまで及んでいる 
・あくまで諸権利は，イングランド国民という身分に伴う権利であった 
③権利章典(1689) 
・国民の生命・財産の安全と議員の言論の自由を保障 
・名誉革命の成果を法制化，議会主権確立へ 
・後のアメリカ革命に大きな影響を与えた 
（２） アメリカ 
①アメリカ独立宣言(1776) 
・アメリカ東部 13 州が英国から独立したことを宣言する文章であり，後の第三

代アメリカ大統領ジェファーソンにより起草された。 
・国民に，天賦不可侵の人権があること，革命権があることを認めている。 
②アメリカ合衆国憲法(1788) 
・連邦政府樹立の必要から，ワシントンを議長に憲法制定会議が開催され，制定
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された憲法 
・連邦憲法であり，硬性憲法である。 
 ※硬性憲法とは，憲法を改正する際に通常の法律の制定手続よりも厳格な手続

を必要とするもの。⇔軟性憲法 
・ほぼ完全な三権分立制度を採用 
・国家レベルでは世界で最古の成文憲法 

※ここでいう憲法は，実質的意味（近代的意味，立憲的意味）の憲法である。 
・後に修正条項によって個別的な人権規定が設けられた。 
（３）フランス 
フランス人権宣言(1789) 

・フランス革命を背景にして宣言 
・個人の自由・平等，安全および圧政への抵抗権を自然権として，すべての政

治的団結の目的は自然権の保全にあるとした。 
・国民主権，思想・表現の自由，権力の分立，所有権の不可侵などを宣言してい

る。 
（４）ドイツ 
ワイマール憲法(1919) 

・世界で初めて社会権を規定した。 
・「所有権は義務を伴う」 
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