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前回の復習テスト

Moodle

Google Form

前期3 年法学2021 2

http://moodle2021.center.yuge.ac.jp/
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今日の講義

憲法編 社会契約

憲法編の教材
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政治を任せる その仕組みを３ステップで考えよう

①自然権

–私たちはもともと人間らしく生きる権利がある

基本的人権は、生まれながらにして自然に与えられている

•基本的人権には、自由権・社会権・参政権がある
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政治を任せる その仕組みを３ステップで考えよう

②契約による政府

–私たちの権利を守る約束で、政府を作りに政治を任せる

–政府に権力を与え、私たちの権利を守る契約を交わす

権力によって、安全や秩序が守られ、個人の自由が守られる

例えば、犯罪を犯した人を捕まえて処罰する力を政府に与える
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政治を任せる その仕組みを３ステップで考えよう

③抵抗権

–契約に反して私たちの権利が侵されたら、契約をやめる

–約束に反して私たちの権利が侵されたら、抵抗できる

政府は、国民の権利を守るため、国民との信託によって存在する

例えば、権利侵害する政府を否定し新しい政府をつくることができる
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政治を任せよう まとめると....

• 私たちは生まれなが
ら人間らしく生きる
権利をもっている

自然権

• 私たちの権利を守る
約束で、政府に政治
を任せる

契約による政府
• 約束に反して、政府
が私たちの権利を侵
したら、抵抗できる

抵抗権

社会契約説
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政治を任せよう

社会契約説
–自由で平等な個人が互いに契約を結ぶことによって政府
がつくられた、という説
政府に権力与えることで、安全や秩序、個人の自由を守る

国家権力は、個人の権利を保障するために与えたもの

国民が国家権力を制御できる。政治の在り方を変えられる

人が、国家を結成し、みずからその統治に服す最大の目的は、人々
の生命・身体・財産を守ることにある。
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信用できるか

権力を与えられた政府＝国家権力

権力は濫用されがち。歯止めをかける仕組みが必要

–濫用
ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的とは異
なることに用いること。

Work

だれ？

どんな目的？

政府・国家権力

国民の権利を守る
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今日の憲法編 まとめ

社会契約説
私たちは生まれながら人間らしく生きる権利をもっている。
その私たちの権利を守る約束で、政府に政治を任せる。
約束に反して、政府が私たちの権利を侵したら、抵抗できる。

権利の濫用
ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的とは異なることに用
いること。
権力は濫用されがち。歯止めをかける仕組みが必要。

＝憲法

国家権力 国民の権利を守る
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今日の講義

法令編
第1章 日常生活と契約

2 自由で健全な意思が結ぶ契約関係

• 意思表示と契約主体の能力

法令編の教科書
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目次

0. 契約の成立
1. 意思表示と法律行為
2. 権利能力、意思能力、行為能力
3. 制限行為能力者
4. 不完全な意思表示
5. 代理
6. 契約の拘束力と契約関係の解消
7. 債務不履行

その契約は
有効ですか？

契約後の対応
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0. 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

契約成立

前回復習
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1．意思表示と法律行為

意思表示とは？

法律行為とは？

Work

–自分の意思を相手に伝えて、一定の法律関係を作り出すもの

–意思表示によって、その意思表示の内容に対応する法律効果を発生
させるもの
 契約 反対の向きで一致した２つの意思表示からなる法律行為

 単独行為 自分ひとりで意思表示し、そのとおり法律効果が発生。例：遺言

 合同行為 何人もの人が意思表示を一つの目的に向けて合意。例：会社設立

前期3 年法学2021 14



2. 権利能力、意思能力、行為能力
権利能力とは

–法律上の権利・義務の主体となることができる地位または資格。

意思能力とは？

行為能力とは？

Work

権利能力とは
–法律上の権利・義務の主体となることができる地位または資格

–民法第三条第1項 私権の享有は、出生に始まる。

意思能力とは？
–自分の意思を他人に伝達して他人と法律的な関係を作るため
に、自分自身で意思決定をできる能力

行為能力とは？
–正しい判断による意思に基づく法律行為を自分の判断でできる
能力

ただし、法律行為には、意思能力と行為能力が必要
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法律行為が無効になる人・単独でできない人

法律行為が無効になる人は？

法律行為を単独でできない人は？

Work

意思無能力者 （民3条の２）

–幼児、精神異常者、泥酔中の者など

制限行為能力者

–未成年者(民5条) 成年被後見人(民9条)

被保佐人(民13条) 被補助人(民17条)

第三条の二 法律行為の当事者
が意思表示をした時に意思能力
を有しなかったときは、その法
律行為は、無効とする。
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成年年齢

2022年4月1日から引下げ

20歳 → 18歳

 成年年齢

① 単独で契約を締結することができる年齢

② 親権に服することがなくなる年齢

e-GOV Work

第四条 年齢二十歳を
もって、成年とする。 成年年齢は民法の何条に定められていますか？
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経緯・世界の成年年齢

出典 法務省ウェブサイト民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）について

経緯

世界の成年年齢
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総務省
民法（成年年齢関係）改正FAQ

Ｑ１ どうして民法の成年年齢を１８歳に引き下げるのですか？

Ｑ２ 成年年齢は，いつから１８歳になるのですか？

Ｑ３ 成年年齢の引き下げによって，１８歳で何ができるようになるのですか？

Ｑ４ お酒やたばこが解禁される年齢も１８歳になるのですか？

Ｑ５ 消費者被害の拡大が懸念されていますが，どのような対策をとるのです
か？

Ｑ６ 養育費はどうなるのですか？

Ｑ７ どうして女性の婚姻開始年齢を１８歳に引き上げるのですか？

Ｑ８ 成人式はどうなりますか？
出典：法務省ウェブサイト 民法（成年年齢関係）改正Ｑ&Ａ
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Ｑ１ どうして民法の成年年齢を１８歳に引き下げるのです
か？

Ａ 我が国における成年年齢は，明治９年以来，２０歳とされています。
近年，憲法改正国民投票の投票権年齢や，公職選挙法の選挙

権年齢などが１８歳と定められ，国政上の重要な事項の判断に関して，
１８歳，１９歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした
政策を踏まえ，市民生活に関する基本法である民法においても，１８歳以上
の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。
世界的にも，成年年齢を１８歳とするのが主流です。 成年年齢を１８歳に

引き下げることは，１８歳，１９歳の若者の自己決定権を尊重するもの

であり，その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。
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Ｑ３ 成年年齢の引き下げによって，１８歳で何ができるよ
うになるのですか？
Ａ 民法の成年年齢には，一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と，父母の親権に服さなくなる年齢
という意味があります。

成年年齢の引下げによって，１８歳，１９歳の方は，親の同意を得ずに，様々な契約をするこ
とができるようになります。例えば，携帯電話を購入する，一人暮らしのためのアパートを借りる，クレジットカードを
作成する（支払能力の審査の結果，クレジットカードの作成ができないことがあります。），ローンを組んで自動車を
購入する（返済能力を超えるローン契約と認められる場合，契約できないこともあります。），といったことができるよう
になります。
なお，２０２２年４月１日より前に１８歳，１９歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は，施行後も引き

続き，取り消すことができます。

また，親権に服することがなくなる結果，自分の住む場所（居所）を自分の意思で決めたり，
進学や就職などの進路決定についても，自分の意思で決めることができるようになります。
もっとも，進路決定について，親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。 そのほか，１
０年有効パスポートの取得や，公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと（資格試験への合
格等が必要です。），性別の取扱いの変更審判を受けることなどについても，１８歳でできるようになります。
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Ｑ４ お酒やたばこが解禁される年齢も１８歳になるのです
か？

Ａ 民法の成年年齢が１８歳に引き下げられても，お酒やたばこ
に関する年齢制限については，２０歳のまま維持されます。また，
公営競技（競馬，競輪，オートレース，モーターボート競走）
の年齢制限についても，２０歳のまま維持されます。 これらは，
健康被害への懸念や，ギャンブル依存症対策などの観点から，従
来の年齢を維持することとされています。
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Ｑ７ どうして女性の婚姻開始年齢を１８歳に引き上げる
のですか？
Ａ 現在，婚姻開始年齢（結婚ができるようになる年齢）に男女差が設けられている
のは，男女間で心身の発達に差異があるためであるとされています。しかし，社会・経

済の複雑化が進展した今日では，婚姻開始年齢の在り方に関しても，社会的，
経済的な成熟度をより重視すべき状況になっています。そして，社会的・経

済的な成熟度といった観点からは，男女間に特段の違いはないと考えられ
ることから，婚姻開始年齢における男女の取扱いの差異を解消することにしたものです。
その上で，高校等進学率が９８パーセントを超えていることなどからしますと，婚姻を

するには，少なくとも１８歳程度の社会的・経済的成熟が必要であると考え，女性の
婚姻開始年齢を１８歳に引き上げることとしたものです。
女性の婚姻開始年齢の引上げについても，２０２２年４月１日から施行されます。
なお，２０２２年４月１日の時点で既に１６歳以上の女性は，引き続き，１

８歳未満でも結婚することができます。
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3. 制限行為能力者 ①要件
①要 件

未成年者 満20歳に満たない人 (民4条)

成年被後見人
精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る者で、本
人や配偶者など一定の者の請求により、家庭裁判所で後
見開始の審判を受けた者(民7条)

被保佐人
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者で、本
人や配偶者など一定の者の請求により、家庭裁判所で保
佐開始の審判を受けた者(民11条)

被補助人

精神上の障害（認知、知的障害、精神障害）により判断
能力が不十分な者のうち、上記2項目の程度には至らない
軽度の状態にある者で、本人や配偶者など一定の者の請
求により（本人以外の請求は本人の同意が必要）、家庭
裁判所で補助開始の審判を受けた者(民15条)
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3. 制限行為能力者 ②保護者、③保護者の権限

②保護者 ③保護者の権限

未成年者 親権者または
未成年後見人 代理権・同意権 (民5条)

成年被後見人 成年後見人 代理権 (民9条)

被保佐人 保佐人
同意権 (民13条)
（家庭裁判所の判断で代理権を
付与することもある）

被補助人 補助人
同意権 (民17条)
（家庭裁判所の判断で代理権を
付与することもある）
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3. 制限行為能力者 ④単独でできない行為

④単独でできない行為

未成年者
原則すべての財産行為

但し以下は単独で可
① 権利を得るだけ、義務を免れるだけの行為
② 処分を許された財産の処分
③ 許可された営業

成年被後
見人

すべての財産行為
但し、日常生活に関する行為は単独でできる

被保佐人 13条に掲げられた重要な財産行為

被補助人 13条に掲げられた重要な財産行為の一部
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民法第13条に掲げられた重要な財産行為1-5/10
（保佐人の同意を要する行為等）

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人
の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する
行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意（仲裁法（平成十五年法律第百三
十八号）第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。）をすること。
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民法第13条に掲げられた重要な財産行為6-10/10
（保佐人の同意を要する行為等）

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意
を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、こ
の限りでない。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又
は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者（未成年者、成年被後見人、被
保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。）の
法定代理人としてすること。
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3. 制限行為能力者
未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人

要
件 満20歳に満たない人

事理を弁識する能力を
欠く常況にあり、家庭
裁判所で後見開始の審
判を受けた者

事理を弁識する能力を
著しく欠く常況にあり、
家庭裁判所で補佐開始
の審判を受けた者

事理を弁識する能力が
不十分で、家庭裁判所
で補助開始の審判を受
けた者

保
護
者

親権者または
未成年後見人 成年後見人 保佐人 補助人

保
護
者
の

権
限 代理権・同意権 代理権

同意権
（家庭裁判所の判断で代理権
を付与することもある）

同意権
（家庭裁判所の判断で代理権
を付与することもある）

単
独
で
で
き
な
い
行
為

原則すべての財産行
為
但し以下は単独で可
① 権利を得るだけ、

義務を免れるだ
けの行為

② 処分を許された
財産の処分

③ 許可された営業

すべての財産行為

但し、日常生活に関す
る行為は単独でできる

13条に掲げられた重要
な財産行為

13条に掲げられた重要
な財産行為の一部
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詐欺 だまされてした意思表示

–他人にだまされてした意思表示であって、社会通念上求め
られる信義に反するもの(民96条）

–詐欺による意思表示は取り消すことができる。ただし、善意
の第三者には対抗できない。(民96条3項)

4. 不完全な意思表示

取消し
その法律効果ははじめから
無効とみなされる（民121条)
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事情を知らないという意味
⇔悪意
事情を知っているという意味



信義誠実の原則

（基本原則）

民法第一条 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。

信義則
権者と義務者の双方が互いの信用を裏切るような行動をしてはならない

我々の社会活動は関係者相互の暗黙の信頼に基づいて成立している。これを裏
切る行為はそれを根底から揺るがすものであることからこの規定が盛り込まれ
ている。
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4. 不完全な意思表示

強迫 おどされてした意思表示

–他人に害意を示し、恐怖を感じさせる行為

–強迫による意思表示は取り消すことができる。善意の第三者
に対しても主張できる(民96条)。
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4. 不完全な意思表示

錯誤 考え違い

–表意者の勘違いでその真意と異なる意思表示をした場合

–意思表示のうち重要な部分に錯誤がある場合、取り消しでき
る(民95条1項)
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4. 不完全な意思表示

心裡留保 一人でうそをつく

–自分の本来の意思は心に秘め、外部へはそれと違う意思表示をする

–信じた相手方を保護すべきため、原則として意思表示は有効(民93条1項)

–相手方が表意者の真意を知っていた又は知りえた場合は意思表示は無効。
ただし信頼した第三者に対抗できない（民93条2項)

無効
その行為によって当事者の意図した法律効果
がはじめから、当然に生じないことをいう
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4. 不完全な意思表示

通謀虚偽表示 二人で示し合わせてうそをつくこと

–表意者が相手方と通じて行った虚偽の意思表示

–相手方を保護する必要はなく、意思表示は無効(民94条1項)

–ただし信頼した第三者に対しては、虚偽表示の無効を対抗できない（民
94条2項)
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5.代理

法定代理
法律が必要として規定する

Work

民法第五条 未成年者が法律行為を
するには、その法定代理人の同意を
得なければならない。

任意代理
人が自分の意思で契約によって誰かに自分の代理人と
しての権限（代理権）を与える

親権者、未成年後見人、成年後見人

ー法定代理にはどのようなものがありますか？
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5.代理

任意代理の要件

① 本人が代理人に代理権を与えていること

② 自分が本人の代理人であることを告げること＝顕名(民99条)

☸ 顕名をしなかったら代理人自らのためにした行為とみなされる(民100条)

③ 代理権の範囲で有効な法律行為が行われること
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5.代理

無権代理
代理権のない者が代理人と称して代理行為を行うこと

本人に効果が帰属しない＝法律行為は無効
ただし、本人が追認すれば有効

–表見代理
無権代理の中でも、本人と自称代理人との間に密接な関係性が見られる場合

本人に効果が帰属する＝法律行為は有効

表見代理 代理権がないにもかかわらず、あたかも代理権があるかの
ように見える場合に、信頼して取引関係に入った者を保護するため、
代理の効果を認めた
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6. 契約の拘束力と契約関係の解消

契約の拘束力
いったん契約が成立したら
債権・債務が発生し、当
事者は契約に拘束される。

☸合意解約
最初の契約をやめるという契約。

契約内容を変更した場合、相手方
の同意により先の契約が解約され、
新たな契約を結ばれた、とみる。

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

契約成立
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7. 債務不履行

債権者は、債務者の行為＝履行がなされて初めて価値を
把握できる。

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

債務が履行されない場合の手段は？
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7. 債務不履行

債務が履行されない場合の手段

債務不履行による契約解除
相手方に債務の不履行があった場合に、債権者が一方的に契
約を白紙に戻すことを意思表示できる(民540)。
合意解約とは異なる。

–原状回復義務
両当事者に、契約がなかったときの状態に戻す義務が発生
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7. 債務不履行

債務が履行されない場合の手段

債務不履行による損害賠償請求
不履行によって損害が発生していたら、損害賠償を請求できる。

–その損害が、その債務不履行から起こったという因果関係が必要

強制履行
債務者が任意に履行しない場合、債権者は国家機関（裁判
所）の助力を得て、強制的に債権の内容を実現できる。
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今日の法令編 まとめ

その契約は有効かどうか
☸意思表示と法律行為
☸権利能力、意思能力、行為能力
☸制限行為能力者
☸不完全な意思表示
☸代理

契約を履行させる仕組み
☸契約の拘束力と契約関係の解消
☸債務不履行
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小テスト

Moodle

Google Form
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https://moodle2021.center.yuge.ac.jp/
https://docs.google.com/forms/d/1ouy-hyh0a-l6mdDrw1HXO_yQ2JTdYzCCV1RRHW1KDyM/prefill


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

ツール・資料

☸ 法令検索 e-GOV

☸ 参考図書 伊藤真 「高校生からわかる 日本国憲法の論点」 トランスビュー

☸ 参考サイト あやめ法律事務所ウェブサイト ジョン・ロックのはなし-自然権・社会契約説・抵抗権
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https://elaws.e-gov.go.jp/registdb/
http://www.ayame-law.jp/article/14879598.html


おつかれさまでした！

2021年4月3日 鶏小屋の戸締りを忘れた翌朝、人懐っこい15羽の雌鶏
がかけ寄ってきます。年を重ねるとだんだん大きな卵を産むようになります。
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泥酔した人が制限行為能力者にあたる事は意外で印象に残った

が

講
義
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
？


	2021年度 法学�第3回　�●憲法編　社会契約�●法令編　自由で健全な意思�　　　　　　　が結ぶ契約関係
	前回の復習テスト
	今日の講義
	政治を任せる　 その仕組みを３ステップで考えよう
	政治を任せる　 その仕組みを３ステップで考えよう
	政治を任せる　 その仕組みを３ステップで考えよう
	政治を任せよう　まとめると....
	政治を任せよう
	信用できるか
	今日の憲法編　まとめ
	今日の講義
	目次
	0. 契約の成立
	1．意思表示と法律行為
	2. 権利能力、意思能力、行為能力
	法律行為が無効になる人・単独でできない人
	成年年齢
	経緯・世界の成年年齢
	総務省�民法（成年年齢関係）改正FAQ
	Ｑ１　どうして民法の成年年齢を１８歳に引き下げるのですか？
	Ｑ３　成年年齢の引き下げによって，１８歳で何ができるようになるのですか？
	Ｑ４　お酒やたばこが解禁される年齢も１８歳になるのですか？
	Ｑ７　どうして女性の婚姻開始年齢を１８歳に引き上げるのですか？
	3. 制限行為能力者  ①要件
	3. 制限行為能力者  ②保護者、③保護者の権限
	3. 制限行為能力者  ④単独でできない行為
	民法第13条に掲げられた重要な財産行為1-5/10
	民法第13条に掲げられた重要な財産行為6-10/10
	3. 制限行為能力者
	4. 不完全な意思表示
	信義誠実の原則
	4. 不完全な意思表示
	4. 不完全な意思表示
	4. 不完全な意思表示
	4. 不完全な意思表示
	5.代理
	5.代理
	5.代理
	6. 契約の拘束力と契約関係の解消
	7. 債務不履行　　　　
	7. 債務不履行　　　　
	7. 債務不履行　　　　
	今日の法令編　まとめ
	小テスト
	参考
	おつかれさまでした！
	スライド番号 47

