
2021年度 法学
第2回
契約で結ぶ人間関係
弓削商船高等専門学校 非常勤講師

弁理士 壬生優子



前回の復習テスト
Moodle

Google Form
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http://moodle2021.center.yuge.ac.jp/my/
https://docs.google.com/forms/d/1_-TWr7YGQNLShrhYJQg6NOD85YFCTtglYE_n55V5x8M/edit


今日の講義
 憲法編

① 自然権思想
② 個人の尊重
③ 政治
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憲法編の教材

今日の講義は、憲法の根本にある
とても大事な考え方に触れるので、
ゆっくり進めていきます。



法令検索で日本国憲法を表示しておいてください。
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① 自然権思想
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みんな人間らしく生きたい

人間らしく生きていく権利 =
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人権



自然権思想・天賦人権説

日本国憲法 第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの
できない永久の権利として、現在及び将来の国民に与
へられる。
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Worke-GOV

https://elaws.e-gov.go.jp/


基本的人権とは？

基本的人権

国家に放ってお
いてもらう権利

国家に助けて
もらう権利

私たちが国家を
選ぶ権利
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自由権 社会権 参政権

参考：楾大樹「檻の中のライオン」（かもがわ出版）
生駒正文・高田富男編著「ガイドブック 法学」改訂版 嵯峨野書院

自然法上の人権＝自然権
もとは基本的人権といえば
自由権を意味していた。

自由権と社会権と相互に調
和して、双方ともに実効性
を獲得できる

自然権を生きたものにする
ために必要な権利



国家とは
国家の3要素
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Work

領域 国土がある
人民 人々が住む
主権 国土と人々を統治していく

国民主権 主権を持っているのは国民

なにがあれば国といえるだろう？



国民主権はあたりまえ？
国民主権
• 17世紀から18世紀にかけて欧州諸国で起こった市民革命を経て確立
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国の最終的な意思決定を行うのは国民である

名誉革命
アメリカ独立革命
フランス革命

• 日本では？

– ＃大日本帝国憲法の下では「天皇主権」

– 日本国憲法において「国民主権」が初めて実現



あたらしい憲法

くうしゅうでやけたところへ行ってごらんなさい。やけたゞれた土から、もう
草が青々とはえています。みんな生き／＼としげっています。草でさえも、
力強く生きてゆくのです。ましてやみなさんは人間です。生きてゆく力があ
るはずです。天からさずかったしぜんの力があるのです。この力によって、
人間が世の中に生きてゆくことを、だれもさまたげてはなりません。しかし
人間は、草木とちがって、たゞ生きてゆくというだけではなく、人間らしい生
活をしてゆかなければなりません。この人間らしい生活には、必要なもの
が二つあります。それは「自由」ということと、「平等」ということです。
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大日本帝国憲法の下でなされた戦争の直後、
当時の小学生たちは教科書で、あたらしい
日本国憲法をこのように学びました。

七 基本的人権

https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html


人間がこの世に生きてゆくからには、じぶん
のすきな所に住み、じぶんのすきな所に行き、
じぶんの思うことをいい、じぶんのすきな教え
にしたがってゆけることなどが必要です。これ
らのことが人間の自由であって、この自由は、
けっして奪われてはなりません。また、國の力
でこの自由を取りあげ、やたらに刑罰を加え
たりしてはなりません。そこで憲法は、この自
由は、けっして侵すことのできないものである
ことをきめているのです。
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あたらしい憲法

https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html


② 個人の尊重
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一人ひとり違ってもいい

私たちはみんな、かけがえのない大切な存在。

みんな人間として尊重される世の中にしたい

前期2 年法学2021 14



一人ひとり違ってもいい

個人主義
個人の尊重

同じ人間として互い
に尊重しあって共存
していきたい

前期2 年法学2021 15

利 己 主 義
自分が幸せなら、
人間扱いされない
人がいてもいい



個人の尊重

日本国憲法 第十三条 前段
すべて国民は、個人として尊重される。

前期2 年法学2021 16

Worke-GOV

憲法の根っこにある一番大事な考え方

個人主義、個人の尊重

https://elaws.e-gov.go.jp/


③ 政治
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みんな同じ人間として共存するために

「個人のために国家がある」
個人主義の考え方

同じ人間として互いに尊重し
あって共存していきたい
そのために、政府、国家をつくる
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「国家のために個人がある」

全体主義の考え方
 自分が幸せなら、ほかに人間扱
いされない人がいてもいい

日本国憲法は、個人が1番、国家は2番



今日の憲法編 まとめ
①自然権思想

– 11条、基本的人権、国民主権

②個人の尊重

– 13条、個人主義

③政治

– 個人のために国家がある
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今日の講義
 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
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法令編の教科書



A子さんは、この4月から大学生となり、東京で一人暮らしをはじめてい
る。ある日、朝起きて電車に乗って大学に向かい、途中、銀行でキャッ
シュカードを使ってお金を下ろし、大学の前のカフェで軽食をとって支払い
はQRコード決済にして、大学では友達から本を借り、夕方まで授業に
出て自分のアパートに帰ったところ、実家の母親から食料を詰めた宅急
便が届いて、階下に住む大家さんが預かってくれていた。
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A子さんはどんな法律関係をどれだけ結んだか
Work



文章中の行為 誰と どんな契約
一人暮らし 家主 賃貸借契約
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Work

A子さんは、この4月から大学生となり、東京で一人暮らしをはじめている。ある日、朝起きて電車に乗っ
て大学に向かい、途中、銀行でキャッシュカードを使ってお金を下ろし、大学の前のカフェで軽食をとって
支払いはQRコード決済にして、大学では友達から本を借り、夕方まで授業に出て自分のアパートに帰っ
たところ、実家の母親から食料を詰めた宅急便が届いて、階下に住む大家さんが預かってくれていた。

文章中の法律関係について
「行為」「誰と」「どんな契約」
に分けて書き出してみましょう。



文章中の行為 誰と どんな契約
一人暮らし 家主 賃貸借契約
電車 交通会社 旅客運送契約
銀行でキャッシュカード 銀行 預金契約
宅急便を預かってもらった 大家さん 委任

カフェで軽食 オーナー 代金と引き換えに食事を提供
する契約

本を借りる 友人 諾成契約、使用貸借

QRコード決済 アプリ会社 アプリ会社と口座引き落とし
などの契約
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I5 result

A子さんは、この4月から大学生となり、東京で一人暮らしをはじめている。ある日、朝起きて電車に乗っ
て大学に向かい、途中、銀行でキャッシュカードを使ってお金を下ろし、大学の前のカフェで軽食をとって
支払いはQRコード決済にして、大学では友達から本を借り、夕方まで授業に出て自分のアパートに帰っ
たところ、実家の母親から食料を詰めた宅急便が届いて、階下に住む大家さんが預かってくれていた。

あるクラスの発表



文章中の行為 誰と どんな契約
一人暮らし 家主 賃貸借契約
QRコード決済 お店 預金決裁法
電車に乗る JR 旅客運送契約
宅急便 運送会社 宅急便約款
宅急便を預かる 大家さん 委任契約

カフェで軽食 オーナー 代金と引き換えに食事を提供
する契約

本を借りる 友達 使用貸借契約
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S5 result

A子さんは、この4月から大学生となり、東京で一人暮らしをはじめている。ある日、朝起きて電車に乗って
大学に向かい、途中、銀行でキャッシュカードを使ってお金を下ろし、大学の前のカフェで軽食をとって支払
いはQRコード決済にして、大学では友達から本を借り、夕方まで授業に出て自分のアパートに帰ったとこ
ろ、実家の母親から食料を詰めた宅急便が届いて、階下に住む大家さんが預かってくれていた。

あるクラスの発表



文章中の行為 誰と どんな契約
一人暮らし 家主 賃貸借契約
お金をおろす 銀行 預金契約
電車に乗る 鉄道会社 旅客運送契約
宅配便を預かってもらう 大家さん 委任契約
本を借りる 友人 貸し借り契約
QRコード決済 店 決裁契約

食事 オーナ－ 代金を支払って食事を提供す
る契約

学校に通う 学校 授業を教えてもらう契約
母から仕送り 宅急便 宅配契約
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M5 result
A子さんは、この4月から大学生となり、東京で一人暮らしをはじめている。ある日、朝起きて電車に乗って大学に
向かい、途中、銀行でキャッシュカードを使ってお金を下ろし、大学の前のカフェで軽食をとって支払いはQRコード
決済にして、大学では友達から本を借り、夕方まで授業に出て自分のアパートに帰ったところ、実家の母親から
食料を詰めた宅急便が届いて、階下に住む大家さんが預かってくれていた。

あるクラスの発表



行為 誰と どんな契約
一人暮らし 家主 賃貸借契約
電車の切符や定期購入 鉄道会社 旅客運送契約
銀行預金を引き出す 銀行 預金契約
カフェで軽食 カフェのオーナー 代金と引き換えに食事を提

供してもらう契約
QRコード決済 決裁アプリの会社 決裁アプリの口座から引き

落とす、クレジット会社と
の契約を介在させてキャッ
シュレスで支払う

本を借りる 友人 使用貸借
宅急便を預かってもらう 大家さん 委任契約
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教科書より

A子さんはどんな法律関係をどれだけ結んだか



みなさんの体験のなかでは？
行為 誰と どんな契約
バイト バイト先 労働契約
船の定期 船会社 旅客運送契約
お金の貸し借り 貸主 金銭消費貸借契約
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I5 resultあるクラスの発表



みなさんの体験のなかでは？
行為 誰と どんな契約
アルバイト バイト先 給料をもらう契約
携帯 携帯会社 通信契約
Windows Microsoft OSライセンス契約
架空請求を無視する 詐欺会社 消費者契約
免許取得 自動車教習所 運転を教えてもらう契約
買い物 スーパー 売買契約
事故 被害者 修理代を支払う契約
寮生活 寮務主事 賃貸借契約
船に乗る 船会社 旅客運送契約
プレゼントを渡す 友達 贈与契約
授業を受ける 学校 授業を受ける契約
お金を借りる 金融機関 金銭消費貸借契約
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M5 resultあるクラスの発表



わたしたちの日常的な社会生活の多くの場面に

登場するのが、民法という法律

このようなさまざまな契約は、民法をはじめいろいろな法律に規定されている

しかし契約は、法律が決めた通りに従うものではなく、基本的には当事者の意
思に基づいて作られている（A子さんや鉄道会社や銀行やカフェなど）
・・・・
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民法

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

憲法

刑法

民事訴訟法

刑事訴訟法

私法
民法

商法
社会法

国際法
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民法 第1条
（基本原則）

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

２ 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わ
なければならない。

３ 権利の濫用は、これを許さない。
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商法 第1条
（趣旨等）

第一条 商人の営業、商行為その他商事については、
他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法
律の定めるところによる。

２ 商事に関し、この法律に定めがない事項について
は商慣習に従い、商慣習がないときは、民法（明治
二十九年法律第八十九号）の定めるところによる。
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【一般法】

民法

【特別法】

商法



私法の基本としての民法
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民法

商法

特定
商取引法

商人同士の売買契約 /BtoB

一般の人が買う売買契約 /BtoC

個人宅への訪問販売

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



私的自治の原則

平等な個人と個人は、自由な意思でお互いの社会生活
関係を自治的に作っていくべきである

– 近代民法の基本的な理念

民法は、任意規定をたくさん持った法律
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Work



民法は、任意規定をたくさん持った法律

任意規定
当事者の意思で規定と
異なる定めができる

自分たちのルールを優先できる

強行規定
当事者の意思で曲げる
ことのできない規定
例：殺人の請負契約は
公序良俗に反するため無効
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Work

*反社会的なものでない限り



契約は、債権債務を発生させる原因となる

債 権
• 法律上、特定の人が特
定の人に特定の行為を
請求できる権利

• 債権者
＝債権を請求できる人

債 務
• 特定の人対して特定の
行為をしなければならな
い義務

• 債務者
＝債権を請求される人
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債権債務を発生させる原因 ランキング

1.契約
2.不法行為
3.不当利得
4.事務管理
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契約 個人が互いに作り出す法律関係

当事者の自主的な合意

当事者の意思に
基づかないで
債権債務が発生



契約の成立

•意思表示の合致
–個人と個人の自由な合意によって成立

–個人でなく会社でもよい

個人と個人、個人と会社、会社と会社、
いずれの形態でも契約できる
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契約の成立

1.相手方に対して特定の法律的効果
を意欲する意思表示をする

• 申込み 先にした意思表示

• 承諾 それに答える

2.意思表示の内容が一致する
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契約成立



契約自由の原則

契約によって特定の相手と
の間に自由に法律関係を
結ぶことができる。

契約によってさまざまな
内容の債権（債務）を
発生させることができる*。
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＝

*反社会的な内容でない限り



反社会的な内容の契約が無効となる理由
（公序良俗）

民法 第九十条

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効
とする。
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e-GOV

「公序良俗」は強行規定
=当事者の意思で曲げることのできない規定

https://elaws.e-gov.go.jp/


公共の福祉 =社会共同生活全体の利益
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Work

憲法
12条

国民に保障する
自由及び権利 公共の福祉のためにこれを利用

憲法
13条

生命、自由及び
幸福追求に対す
る国民の権利

公共の福祉に反しない限り、最
大の尊重を必要

民法
1条1項

私権＝私法によ
り保護される権利

公共の福祉に適合しなければ
ならない

e-GOV

https://elaws.e-gov.go.jp/


公共の福祉
• 私権は、個人の生活上の利益をその内容とする権利

– 一人一人に人権がある以上、他の人の人権との関係で調整必要

• 私権の内容も行使方法も公共の福祉＝社会共同生活全
体の利益に反することはできない

前期2 年法学2021 43

私権の社会性による制限＝公共の福祉の原則



今日の法令編 まとめ

①私たちは日ごろ、たくさんの法律関係を結んでいる。

②民法は、当事者の意思で異なる定めができる「任意規定」
をたくさんもった法律である。

③契約は、債権債務を発生させる原因として最多
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小テスト
Moodle

Google Form
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http://moodle2021.center.yuge.ac.jp/my/
https://docs.google.com/forms/d/1_-TWr7YGQNLShrhYJQg6NOD85YFCTtglYE_n55V5x8M/edit


参考
☸ 教科書 池田 真朗ほか 「法の世界へ」第8版 (有斐閣アルマ)

☸ 副教材 楾 大樹 「檻の中のライオン」（かもがわ出版）

☸ 参考書 生駒正文・高田富男 編者 「ガイドブック 法学」改訂版 嵯峨野書院

☸ 参考書 LEC東京リーガルマインド編著 「民法Ⅳ 債権各論」 東京リーガルマインド

授業で利用したツール・参考資料

☸ 法令検索 e-GOV

☸ 参考文献 文部省 あたらしい憲法 青空文庫
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https://elaws.e-gov.go.jp/registdb/
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
http://www.aozora.gr.jp/


おつかれさまでした！
2014年2月8日 弓削島にもこんなに雪が降りました。その前月に向島から弓削島へやってた、我が家
最初のヤギ。当時オスヤギがもっていた立派な角は、獣医さんに切断してもらい、今はありません。
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1/8 
 

講義で印象に残ったことは？ 

契約には多くの種類があることがわかった。自分たちも

知らないうちに多くの契約を行なっていた。 

主義という言葉がたくさん出てきたと感じた。 

身近にはたくさんの契約があると分かった。教科書には

なかったのですが、大学生というのは入学金や授業料を

払って講義していると思うのですが、これは契約です

か？ 

生活をしている上で、自然と様々な契約が行われている

こと 

民法は任意規定をたくさん持っていることを初めて知っ

た 

日々の生活の中でする行為一つをとっても、様々な契約

が絡んでいることが印象に残った。 

檻の中のライオンが結構わかりやすかった 

今回の授業では契約について一番印象に残っている。私

も日頃からたくさんの契約をお称っていることが分かっ

た。 

私たちは日常生活の中で様々な契約をかわしているとい

うことが驚いた。 

人権について知ることができたのでよかった。 

個人の尊重については知っていた。民法は任意規定で、

変えられるものがあるのは初めて学んだ。公序良俗とい

う言葉と意味は初耳だった。 

小中学で習う人権についての話をより詳しく学ぶことが

できてよかった。 

基本的人権について学ぶことができた。民法について学

ぶことができた。 
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契約のあり方 

人権について知る事ができた 

普段生活していく中で自分が気づいていない間に色々な

ところで契約を結んでいることを知ってとてもびっくり

しました。自然と意識をせずに法律を守って生活してい

たことに驚きました 

考えてみれば、何気ない日常の1コマでもたくさんの契約

が結ばれており、私たちは、契約という縛りによっって

より良い自由を実現しているのだと感じられた。 

普段私たちが生活している時も法律や憲法が発生してい

ることに驚いた。  

日常的にたくさんの法律関係を結んでいるということが

印象に残った。 

追い付けなかったところがあったので資料をまた載せて

欲しいです。 

契約の種類と公序良俗の意味 

国の最終的な意思決定を行うのは国民であることがわか

った 

日常の中でもいろいろな契約を交わしているんだなと実

感した。いろいろな契約の種類があり、興味が増した。 

身近な場所で様々な契約が発生していること 

契約には多くの種類があることがわかった。自分の知ら

ないうちに契約を結んでいることがわかった。ミスがあ

ったので、送り直しました。 

身の回りに存在する契約の多さに驚いた。切符や定期券

が契約となることは想像できたが、QRコード決済に関わ

って 運営会社との契約が発生しているとは思っていなか

った。契約に関する法律について、よく調べ直してみた

い。 前の席だとまだ授業が聞こえづらいことがあるので、

可能であればマイクなどを使用して欲しいです。 
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中学で習った人権が出てきたので懐かしかった。改めて

人権のことを学習できたこと。昔は国民主権ではなく天

皇主権であったこと。当事者の意思で規定と違う定めが

できること。 

檻の中のライオンが読みやすそうだった普段の生活の中

でも契約を行なっていると認識することができた 

日本国憲法は、人権が1番で国家は2番であることが印象

に残りました。また、普段の生活の中でもたくさんの法

律関係を結んでいるのに驚きました。そして、民放も商

法もたくさんの条約があることを初めて知りました。 

自然権思想や基本的人権のことについてよくわかりまし

た. 

前の席だと声が届かないことがあった。自分たちでは意

識してないが身近に多くの契約が存在していると実感し

た。    

PowerPoint最後のヤギの現在はどうですか？切断した角

はどうしたんですか。 

契約という仕組みが自らの生活の中で働いていたこと  

・日本国憲法は人権が1番だということ 

私たちが普段行っているような貸し借りなども契約が生

じていること 

中学のとき国家の三要素は習いましたがあまり覚えてな

かったので再認識できました。また、前回よりも難しい

法がいくつか授業で出てきたので理解を 深めることが必

要だと思いました。そのためにしっかり読み込んで自分

なり の解釈を持つということを意識していきたいです。

参考資料のライオンとおり、権力と法律の関係の例えは

かなりイメージしやすかったです。 

たくさんの人が発表していて、すぐ思いついてすごいと

思ったので、次回は発表したいと思った。権力をライオ

ン、法律を檻とした本はわかりやすくていい例えだった。 
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日本国憲法では、人権が国家よりも優先されるというこ

とが分かった。民法は自分たちのルールが優先できると

いうことがわかって驚いた。 

手をあげて発表をするタイミングがわからない時がある

ので、わかりやすくしてほしいです。 

資料で書き写したいところがあったのですが、少し早く

進んでしまったのでペースを落とすのは難しいかもしれ

ませんがペースを落としてくれるとあり がたいです。私

が知らない間にも、行っている一つ一つの行為で様々な

契約をいろいろな人と結んでいることを知りました。  

当事者の意思で、民法の規定と異なる定めができること

を知った。 

民法では任意規定のあるものがあると知って驚いた。日

常生活の中で、想像していたよりも遥かに多い数の法的

契約があることを知った。 

今日の資料では契約について詳しく知ることができまし

た。債権債務を発生させる原因にも発生することもでき

自由だと思いましたが契約が成立するまでの ステップが

思ったより長かったです。でもこれらのことは知ってお

くべきだと思いました。 

「檻の中のライオン」をざっと読んでみましたが、面白

かったです。 

民法が印象に残りました。生活している中で1番身近なも

のなのかな？と思いました。 

今回の講義で、国民の人権についての講義を聞き、国の

憲法を最終的に決定し、国の方針を決めるのは国のトッ

プである内閣総理大臣などではなく我々国民であること

を聞いてとても印象に残った。 

2014年の4月に雪が降った事が印象にのこった。また、

向島から弓削島に移住した山羊がいたことも初めてしり

とても印象に残った。 

日常生活の中で、色々な契約が行われているということ 
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日常生活で、自分の思ってる以上に契約を交わしている

ことがわかった。 

個々人の意思をお互いに尊重し合う大切さが改めてわか

った 

任意規定というものがあることを初めて知った 

人権について 

日常の様々なところで色んな契約が発生していることが

わかりました。 

日常生活の中で数多く契約を知らず知らずのうちに行っ

ているということを知れた。 

人権にも様々な種類があると言うこと 

民法や憲法の考え方、契約について理解を深められまし

た。 

国民の人権について理解できた 

檻の中のライオン？という本の内容が面白かった。日常

の中で特に気にしていない動作でも法律関係を結んでい

ることを初めて知った。 

少し声が小さいと感じました。  

ライオンの本で思った以上にライオンが縛られているん

だなと感じた。 

ライオンの本を軽く見させて頂きましたが、とても分か

り易くて良かったです 

普段、生活していても様々な契約が結ばれてることがわ

かった 

当事者の意思で規定と異なる定めができる規定があるこ

とを初めて知った。 

特別法は船関連の法律でよく聞くが、普通の生活の中で

聞いた事のある法律もそれ何だなと思った。 



6/8 
 

民法が分かった 

日本での憲法のあり方が分かった。 

日常生活で様々な場面で契約が発生することです。当た

り前と思っていることも契約のもと成り立っていること

が分かりました。 

日々の生活の中でたくさんの契約をしていることがわか

った。そして、人権が一番で国歌が二番目ということも

わかった 

民法が生活に密着した法であること、日常の様々な行動

に法令が関係していることが印象的でした。また、民法

や商法の基本原則を理解できました。 

自分で考える時間がありその中でいろんな契約があるこ

とがわかった 

今回も難しい事ばっかりでしたが、楽しく学べたと思い

ます 

日常の至る所に契約が存在する 

民放はすごいとおおった 

人間らしく生きていく権利 

日々色々な契約をしている事に気付かされた 

自分たちが日々生活している中で多くの契約を結んでい

ることが分かった。 

身近な生活の中で、大小はあるけどたくさんの契約をし

ている事が印象に残りました。 

普段の生活で物の貸し借りや買い物など何をするにして

も法で管理されている 

私たちが生きている中で様々な契約を結んでいることが

わかり印象に残った 

行動には契約がつきものだと感じれた 
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特にありません 

私たちの身の回りには多くの法律関係があるということ

がわかりました。 

個人主義 

人権民法法律 

人権についてよく分かった 

生活の中では無意識のうちに契約を結んでいることがあ

るとわかった。  

身の回りにある小さな契約でも重要な事柄のひとつであ

ることがわかった 

私たちの生活の中に様々な契約をしながら生活している

ことを知った。 

生活している中でもいろいろな法律関係を結んでいるこ

とがわかった 

我々個人も様々なところで様々な人と様々なことを契約

している事がとてもよくわかりました。学校生活をして

いく中でもまだ契約があると思うとワクワクします。 

私たちが生きている中で様々な契約を結んでいることが

わかり印象に残った 

むずかしい 

私たちの生活はいろいろな法律によって成り立っている

事が分かった。 

私生活の中のちょっとした事にも契約が発生しているこ

とが印象に残った。 

法律関係について自分で考えるのが印象に残った 

様々なところで契約をしているのだと知った 

多くの契約が存在する。 

法律関係が分かった。 
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身近なことでも、いろいろな憲法によって成り立ってい

ることに気づいた。 

契約をしていることがわかった 

非常に楽しかったです 

発表をする機会が少々少なく感じたため、発表の頻度を

増やしていただければと思いました． 

特にないがいろいろな契約があることがわかった 


