
2021年度 法学
第1回 法体系、条文のよみかた

弁理士 壬生優子
✉mibu[アットマーク]m-ip.info

[アットマーク]を＠に置換えてください。

国立弓削商船高等専門学校 5年生対象、
2021年度 法学

の講義資料を再編集したものです。
自学自習用に公開しました。ご自由にご利用ください。
講義・営利目的のご利用は事前にご連絡ください。



もくじ
• 講師自己紹介

• 法学の目標

• 年間予定 （変更予定あり）

• 講義の進め方

• 今日の講義
 憲法編：憲法と私たちの生活
 法令編：法体系、条文のよみかた

• 小テスト

前期１ 年法学2021 2



講師自己紹介

• 氏名： 壬生 優子

• 住所： 愛媛県越智郡上島町弓削鎌田

• 主な職歴：弁理士（知的財産コンサルティング、特許調査など）

• その他プロフィールはこちら
– 仕事HP: http://m-ip.info
– Private HP: https://yugeshima.com
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法学の目標
私たちの日常生活、そしてこれから経験していくであろう
出来事において、どのような法が関わり、どのような役割
を果たすのか、地域の社会人経験者の方の体験談や
身近な事例などを通じて理解を深め、今後の社会生
活において法に対峙したときの考え方の基礎を身につけ
る。
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講義の流れ
• 15分 憲法編 講義

– 憲法を毎回コツコツ学びます。
– 「なぜ」の問いかけに自ら考え、積極的に発言しましょう。発表も評価に含まれます。
– Moodleを使って前回の小テストの復習をします＝出欠・遅刻確認兼ねて。

• 60分 法令編 講義
– 基本的に、教科書に沿ってすすめます。
– 地元の方を中心としたゲスト講師による講義では、教科書外のトピックも扱います。

– 講師の体験談を通じて多様な考え方に触れ、広い視野、柔軟な思考を身につけましょう。
– 講義中の問いかけについて自ら考え、積極的に発言しましょう。発表も評価に含まれます。

• 15分 小テスト
– Moodleを使って今日の講義をふりかえるテストを行います＝早退確認兼ねて。
– 毎回、講義で印象に残ったこと・質問を記述する問いがあります。点数がつきます。
– 小テストの問題が、中間試験と期末試験の問題になります。
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年間予定 前期ー前半 (変更する場合があります)
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憲法編 15分間 法令編 60分間 ゲスト講師 Topics

前期1 憲法と私たちの生活 講義の進め方、法体系、
条文のよみかた

前期2
自然権思想,
個人の尊重,

契約と民法 技術契約

前期3 社会契約 意思表示と契約主体の能力

前期4 立憲主義 契約自由の原則,
不動産取引と住まいの法律知識 壬生健一さん

前期5 国民主権 外国人と人権 Motsさん 金融

前期6 国民主権と憲法改正 交通事故 村上さん 交通法規

前期7 復習 代表民主制,立憲民主主義 兼頭一司さん 選挙権



年間予定 前期ー後半 (変更する場合があります)
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憲法編 15分間 法令編 60分間 ゲスト講師 Topics

前期9 民主主義・参政権 愛からはじまる：結婚、
愛が終わるとき：離婚

前期10 社会権 新しい雇用社会,労働法との出会い

前期11 基本的人権・自由権 企業社会とのつきあい方,
雇用社会の中で

労働組合：濱
田國太郎

前期12 婚姻の自由・両性の平等 子育ては誰の責任：親子
男女の平等 藤巻光加さん 男女共同参画

前期13 幸福追求権,法の下の平等 高齢社会と家族：扶養と後見, 
死後の財産の行方：相続 大西昇さん 相続

前期14 復習 戦中・戦後の日本 山﨑保彦さん 戦争体験

前期15 平和主義
お金の取引（クレジットカード、

連帯保証、身元保証） 板倉寿幸さん 金融

https://marufu-farm.jimdofree.com/about-us-1/
https://yugeshima.wixsite.com/yasu


年間予定 後期ー前半 (変更する場合があります)
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憲法編 15分間 法令編 60分間 ゲスト講師 Topics

後期1 生存権の保証
障害者基本法
令和３年東京オリンピック競技
大会・東京パラリンピック競技
大会特別措置法

大西美穂さん
障がい者スポーツ
地域コーディネー
ター、パラリン
ピック

後期2 知る権利 企業の正体,企業の舵取り,もう
けるためなら何でもできるか

後期3 思想良心の自由
むなしい企業「所有」, 
投資家としての株主,
企業活動のつけを払う者

後期4 信教の自由,正教分離 知的財産：特許・著作権 古川優哉さん 特許調査

後期5 人身の自由 種苗法 農業

後期6 刑事弁護人の役割 表現の自由 大西幸恵さん 事例？

後期7 国家賠償・補償 学問の自由 中裏修平さん 教育基本法,学校
教育法

https://marufu-farm.jimdofree.com/about-us-1/


年間予定 後期ー後半 (変更する場合があります)
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憲法編 15分間 法令編 60分間 ゲスト講師 Topics

前期9 判例法 電子契約、コンピュータ利用犯罪、コ
ンピュータ化社会のリスクとマナー

個人情報保護法、
著作権法

後期10 民事責任と刑事責任
裁判を受ける権利

紛争と法,裁判のしくみ,紛争解決方法
のいろいろ 森田基彦さん 弁護士の日常、

集団訴訟

後期11 三権分立 医療事故 再生医療

後期12 自己決定権 ニュージーランドの法との比較 Springett
公美さん 船上家族生活

後期13
居住移転の自由、職
業選択の自由

基本的人権・社会権
国際捕鯨取締条約, 国際司法裁判所,ワ
シントン条約 濱村寿さん 捕鯨船

後期14
プライバシー権,
個人情報の保護

財産権、私有財産制
プロダクトデザイン、デザイン戦略 加藤建さん 意匠法、商標法

後期15 国民の不断の努力 鳥獣保護法,鳥獣被害防止特措法 尾野村孝さん イノシシ捕獲隊



今日の講義
憲法編：憲法と私たちの生活
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憲法編：憲法と私たちの生活
憲法とは
• 国の基本法

• 国で一番強い規範
(ルール)

• 国の最高法規

国内のすべての法令は
憲法に違反できない。
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出典：株式会社みらい 法律等を読み解くうえで必要な知識



憲法編の教材紹介
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憲法

条約

法律

政令

省令
条例

【教材】楾 大樹 「檻の中のライオン」（かもがわ出版）

• 広く一般の方を対象にした憲法の「教科書」

• 憲法の基本的な理解を、
「ライオン＝国家権力」 「檻＝憲法」
にたとえて、憲法の基礎知識を大ざっぱに解説

• 主権者は国民。憲法は国民のもの。
広く国民が憲法を知り、憲法を使いこなそう。

「なぜそうなっているのか」
理由を考えながら憲法を学びましょう。



法令を確認する e-GOV
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憲法は、国の最高法規

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、そ
の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するそ
の他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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憲法になぜそんな強い力があるのだろう？

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本
的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の
成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪
へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない
永久の権利として信託されたものである。
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憲法は変えにくい＝硬性憲法

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の
三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民
に提案してその承認を経なければならない。この承認に
は、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行は
れる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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今日の憲法 まとめ
憲法とは、
• 国の最高法規である。第98条
• 先人の努力により獲得した基本的人権を日本国民に保障
するものである。第97条
– 国内のすべての法令は憲法に違反できないぐらいの強い力がある。

• このような性質から変えにくくしている=硬性憲法 。第96条
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今日の講義
法令編：法体系、条文のよみかた
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法令編の教科書紹介
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【教科書】 池田 真朗 , 犬伏 由子 , 野川 忍 , 大塚 英明 , 
長谷部 由起子 「法の世界へ」第8版 (有斐閣アルマ)

• 学生の日常生活や、将来経験していくであろう出来事を
追って学ぶ。

• 生活に密着した、民事法中心の法学入門。
民法、労働法、商法、民事訴訟法、消費者保護法など

• 法のしくみ、分類、解釈方法などもフォロー。

個々の項目を実感をもって学習
無駄なく必要かつ有益な知識を得る。



憲法とは
• 国の基本法

• 国で一番強い規範

• 国の最高法規

国内のすべての
法令は憲法に違
反できない。
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法体系

出典：株式会社みらい 法律等を読み解くうえで必要な知識



法令を確認する e-GOV
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e-GOVについて

①e-GOVに収録されている法令数は？

②「憲法 条約 法律 政令 省令 条例」のうちe-GOV収
録外のものは？

③「更新法令一覧」は過去何日間更新された法令を確認で
きるか？
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データベース利用時の一般的な確認事項

①そのデータベースが網羅する範囲はどこまでか

②何が含まれ、何が含まれないか

③データの収録期間を確認する
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憲 法

国で一番強い規範。

日本国憲法では「国の最高法規」と定義されてお
り、国内のすべての法令は憲法に違反できません。
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憲法

条約

法律

政令

省令

条例



条 約

国家または国際組織の間で締結
される国際的な合意のことをいいます。
条約はもともと、国際法の法形式ですが、公布さ
れることによって国内法としての効力が発生します。
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憲法

条約

法律

政令

省令

条例



法 律

憲法で定める方法により、
国会の議決を経て制定される国の規範です。
社会福祉法や児童福祉法などがこれにあたり
ます。
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憲法

条約

法律

政令

省令

条例



命 令
行政機関が制定する規範です。内閣が制定
する「政令」や、各省の大臣が制定する「省令」などがあります。
 政 令 内閣が制定する命令です。法律から委任を受けて、法律では定めていない細部を補う事項
を定めています。法律の規定を実施するための「執行命令」と法律の委任に基づいて制定される「委任
命令」があります（児童福祉法施行令など）。

 省 令 各省の大臣が制定する命令です。法律や政令の規定に基づいて、法律や政令で規定して
いない細部の事項を定めています（児童福祉法施行規則、児童福祉施設の設備及び運営に関する
基準など）
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憲法

条約

法律

政令

省令

条例



条 例

地方自治体が定める地方の規範です。
政令などと同様に、法律の範囲内でしか決めるこ
とができません。
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憲法

条約

法律

政令

省令

条例



条文の記載ルール
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出典：株式会社みらい 法律等を読み解くうえで必要な知識



用語
• 公 布 法令を一般に周知する目的で、国民に知らしめることをいい
ます。具体的には、官報に法令が掲載されることで「公布」が行われ
ています。

• 施 行 制定された法令の効力が現実的に発動し、作用することを
いいます。公布された法令が具体的に施行される日は、通常その法
令の附則の冒頭に、施行期日に関する規定を置くことで明らかになり
ます。
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国民と政府をつなぐ官報
• 法令など政府情報の公的な伝達手段。
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• 法律、政令、条約等の公布を国民に広く
知らせる、重要な役割を果たす。

– インターネット版官報

出典：国立印刷局HP 官報について

https://kanpou.npb.go.jp/
https://www.npb.go.jp/ja/books/kanpo.html


社会生活を秩序あるものとするしくみ
法以外の社会規範=社会のルール

私たちの
社会生活

宗教

道徳 習俗

法
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強制力が働く



社会規範（ルール）
＝私たちの社会生活における行動の標準規則

社
会
規
範

宗教

道徳

習俗

法
自然法

実定法
不文法

成文法
国内法

公法

私法
国際法
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慣習法繰り返し継続される行動様式のうち法的
効力を認められるもの

判例法 裁判の繰り返しによって法的効力を認め
られたもの

条 理 物事の道理・筋道のことで、社会生活を
貫く根本理念

憲法、法律、条約、議員規則、最高裁判所規則、
行政機関の命令、地方自治体の条例及び規則など

https://www.web-nippyo.jp/12761/


私法と公法、私法と公法の融合

国内法

公法

憲法

刑法

民事訴訟法

刑事訴訟法

私法
民法

商法

社会法
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国会法
裁判所法
公職選挙法
各種税法
各環境法

製造法責任法
自動車損害賠償保障法
銀行法、会社法

労働法、経済法
社会保障法

国家と個人との
関係を規律

個人と個人との
関係を規律

選挙、税金etc

不動産売買、結婚etc

個人と個人との関係
でも実質的平等の実
現のため国家が規制



一般法と特別法
• 一般法
広く一般の人、事柄、行為などについて効力を及ぼ
す法をいう。

• 特別法
一般法を適用するのが適切でなく、特定の人、事柄、
行為などについて効力を及ぼす法をいう。

原則１. 特別法は、一般法に優先する
原則２. 一般法は、特別法を補充する
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【一般法】

民法

【特別法】

借地借家法

【一般法】

民法

【特別法】

商法



小テスト
Moodle 講義時間内にこちらから回答
Google Form 講義後の復習に
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http://moodle2021.center.yuge.ac.jp/mod/quiz/view.php?id=10452
https://docs.google.com/forms/d/1iwA163oKpogzV6PF_XCchK6j84A5W5j_WgyZRUVJoiM/prefill


参考
道具 Tool
☸ 株式会社みらい 法律等を読み解くうえで必要な基礎知識
☸ 法令検索 e-GOV

参考 Reference
☸ 法令の英語版 日本法令外国語訳データベースシステム

☸ 条約検索 外務省ホームページ（条約データ検索）
☸ 最高裁判所規則及び判例 最高裁判所ホームページ(判例検索システム)
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https://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/registdb/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=0


2021年度 法学 第2回
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次回予告

憲法編
① 自然権思想
②個人の尊重
③政治

法令編
第1章 日常生活と契約

1 契約で結ぶ人間関係
契約と民法



おつかれさまでした！
壬生弁理士事務所 弁理士 壬生優子

mibu[アットマーク]m-ip.info
*[アットマーク]を＠へ置換えてください。
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