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●憲法編 立憲主義
●法令編 契約自由の原則,

不動産取引

独立行政法人国立高等専門学校機構
弓削商船高等専門学校

ゲスト講師
住宅会社勤務 壬生健一
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/
https://docs.google.com/forms/d/1ouy-hyh0a-l6mdDrw1HXO_yQ2JTdYzCCV1RRHW1KDyM/prefill


今日の講義

憲法編 立憲主義

憲法編の教材
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政治を任せよう

• 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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第3回
Review

権力が濫用されないよう、
権力に歯止めをかける仕組みが必要。



政治を任せる政府との約束

政府がしてはいけないこと
政府がしてもいいこと
政府がしなければならないこと
・・・・

これらの約束
を定めたもの

＝憲法
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立憲主義
立憲主義
☸憲法に基づいて政治を行うことで、私たちの権利を守る
という考え方

＝権力を法で拘束する
＝ライオンを檻で縛る

権力者といえども法の下にある
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憲法を守る義務があるのはだれ？

日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判
官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護す
る義務を負ふ。

Work
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あたらしい憲法

十五 最高法規

（略）このように大事な憲法は、天皇陛下もこれ

をお守りになりますし、國務大臣も、國会の議員

も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるの

です。
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☸ 出典:文部省 あたらしい憲法 青空文庫

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


今日の憲法編 まとめ

国民ではない！
「法律は国民を縛り、憲法は権力を縛る」

☸天皇又は摂政
☸国務大臣、国会議員、裁判官
その他の公務員
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憲法を守る義務がある人たちは？



今日の講義

法令編
第1章 日常生活と契約
3 買うか借りるか-こんな契約、あんな契約

• 契約自由の原則と典型契約

4 不動産取引と住まいの法律知識

• 人生の一大イベントと所有権の移転

法令編の教科書
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目次

1. 契約自由の原則と典型契約
① 契約自由の原則とその制限
② 契約の種類
③ 有償契約における契約不適合責任
④ 賃貸借契約
⑤ 請負契約・委任契約・雇用契約

2. 不動産取引と住まいの法律知識
① 物権
② 不動産取引
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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

契約成立
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第2回
Review



契約自由の原則

私たちは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

☸契約には、国家権力による拘束や制約がない
① 契約成立の自由
 締結の自由 契約を締結するかしないかは自由

 相手方選択の自由 相手方にだれを選んでもよい

② 契約内容決定の自由 契約内容は当事者が自由に決定できる
③ 方式の自由 効力発生に方式は不要、当事者の合意で足りる

☸裁判所を通じて契約内容を強制的に実現できる
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1①



契約自由の原則の制限
☸契約自由の原則の制限

– 資本主義の発展によって生み出された経済的弱者を保護
① 契約成立の自由の制限

i. 締結の自由の制限
 医師-申し込みに対し承諾する公法上の義務(医師法

19条1項)
 電気・ガス等-法律上定める一定の理由がなければ契約
締結を拒絶できない

ii. 相手方選択の自由の制限
 労働組合に加入していることを理由にその者を雇用しない
ことにできない
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1①

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201_20200401_430AC0000000079&keyword=%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E6%B3%95


契約自由の原則の制限

☸契約自由の原則の制限

– 資本主義の発展により生み出された経済的弱者を保護

② 内容決定の自由の制限

 あまりに高利な貸金契約は無効
（利息制限法1条）
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1①

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000100_20150801_000000000000000&keyword=%E5%88%A9%E6%81%AF%E5%88%B6%E9%99%90


契約自由の原則の制限
☸契約自由の原則の制限

– 資本主義の発展により生み出された経済的弱者を保護

③ 方式の自由の制限

 社会的・経済的地位に差がある▶書面作成を要求

 農地の賃貸借契約（農地21）

 建設工事請負契約(建設業19)

 割賦販売契約（割賦販売4）

 保証契約(民446 II)
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契約の種類 典型契約・非典型契約

☸典型契約＝有名契約

– 民法の規定する13種類の契約

贈与，売買，交換，消費貸借，使用貸借，賃貸借，
雇用，請負，委任，寄託，組合，終身定期金，和解

民法の典型契約の規定と違うことを
取り決めてもよい
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契約の種類 典型契約・非典型契約

☸非典型契約＝無名契約
– 典型契約のいずれにも属さない契約
テレビの出演契約、ライセンス契約、委託契約、リース契約、
クレジット契約、、、

前期4 年法学2021 18

1②



非典型契約の例・・・ 技術契約
☸知的財産や技術を主な対象として取り交わす契約
① 秘密保持契約

未公開の発明や技術、ノウハウ等を相手方に開示するに際し、
その内容を第三者に開示又は漏洩してはならないことを取り決
める

② 共同研究契約
共同で新製品・新技術の研究を行うに際し、その内容、期間
や条件等を取り決める

③ 業務委託（受託）契約
研究、試験、製造などの業務を委託するに際し、内容や条件
を取り決める

参考
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秘密保持契約書(例)
（秘密保持）

第〇条 甲及び乙は、開示者から開示された秘密情報を自己の秘密情報につ
いて払う注意と同等の注意をもって管理し、開示者の事前の文書による同意
なしに、第三者に開示、漏洩、公表しないものとする。

2 甲及び乙は、開示者から開示された秘密情報を第1条記載の目的のみに
使用するものとし、相手方の事前の書面による同意なしに、他の目的のため
に使用してはならないものとする。
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秘密保持契約書(例)
（秘密情報）

第〇条 本契約に規定する秘密情報とは、本契約の相手方より提供又は開示を受けた情報であっ
て、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開
示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたものをいう。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報には含まれないも
のとする。

一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報

二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報

三 提供又は開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報

四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得したことを証明できる情
報

五 秘密情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報

六 書面により事前に相手方の同意を得た情報

七 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報
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技術契約
☸知的財産や技術を主な対象として取り交わす契約
④ 共同出願契約

共同で出願するときの費用負担、出願方法、権利の共有方
法、その他条件を取り決める

⑤ 実施許諾契約(ライセンス契約)
知的財産権又はノウハウの実施を許諾する際の内容や条件を
取り決める

⑥ 譲渡契約
一方が他方に知的財産権を譲渡する際の内容や条件を取り
決める

参考
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契約の種類 双務契約・片務契約

☸双務契約
– 契約の当事者が互いに対価的な意味を有する債務を負担
– 両者に債権も債務も発生
– 契約の効力・・・同時履行の抗弁・危険負担
 典型契約の中では、売買、交換、賃貸借、雇用、請負、有償委任、
有償寄託、組合、和解

☸片務契約
– 一方のみが債務を負うか、双方の債務が対価関係にない
 前者は贈与、後者は使用貸借（貸主の使用させる義務と借主の返還
する義務は対価関係に立たない）
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双務契約における効力--同時履行の抗弁

（同時履行の抗弁）

第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手
方がその債務の履行*を提供するまでは、自己の債務の
履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期
にないときは、この限りでない。

*債務の履行 債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。
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双務契約における効力--同時履行の抗弁

(例) 購入者として売買契約を締結した場合、

×先にお金を払っても、物が引き渡されない恐れ

こんな事態を回避するため

〇引き渡しと同時に代金を支払う、と言える

双方の債務の対価的関係を維持し、

当事者間の公平を図るための制度
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双務契約における効力--危険負担

（債務者の危険負担等）

第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができ
ない事由によって債務を履行することができなくなったときは、
債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
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債務者が危険を負担
ただし、任意規定なので、当事者の特約で排除できる。

1②



双務契約における効力--危険負担
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絵が消失した場合の損失は、債務者Aが負担

Work

危険

答 Bは代金10万円を支払わなくてよい

● Aは債務*を履行できない *Aの債務=絵の引き渡し

● BはAに対して引き渡しを請求できない状態

問 Bは代金10万円を支払わなければならないか？

(例) Aが自ら所有する絵をBに10万円で売却する契
約を締結したが、Bに渡す前に隣家からの延焼で絵
が消失した場合



双務契約が履行されない--債務不履行

債務が履行されない場合の手段

☸契約解除

– 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

☸損害賠償請求

– 不履行により損害が発生していたら、損害賠償を請求できる。
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第3回
Review



契約の種類 有償契約・無償契約

☸有償契約
– 契約の当事者が互いに対価になる給付がある

– 両者に債権も債務も発生

売買、賃貸借など

☸無償契約
– 契約の当事者が互いに対価になる給付がない

贈与、使用貸借など
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1②



有償・無償契約と双務・片務契約の関係

双務契約 片務契約

有
償
契
約

売買，交換，消費貸借，
賃貸借，雇用，請負，
委任，寄託，組合，
(終身定期金)*，和解

利息付消費貸借

無
償
契
約

贈与，無利息消費貸借，
使用貸借，無償委任，
無償委託， (終身定期金)*
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契約の種類 諾成契約・要物契約

☸諾成契約
– 当事者の意思表示の合致のみで成立

☸要物契約
– 合意のほか、物の引き渡しなどの給付が成立要件

消費貸借（貸し付ける物） 、使用貸借（貸し付ける物）、
寄託（寄託物）、手付契約（手付金）、質権設定契約
（質物）、代物弁済契約（給付物）
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有償契約*における契約不適合責任

☸引き渡された目的物が契約の内容に適合しないときの
買主がとり得る手段

1. 追完請求（修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し）(民562)
2. 代金減額請求(民563)
3. 解除(民564)
4. 損害賠償(民415)
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一般の債務不履行責任
と同様の処理

*無償契約(贈与・使用貸借)は、もらう方/使う方が一方的
に得するので、もともとこのような責任は負わない

1③



賃貸借契約

☸賃料という対価を払って目的物を借りて利用

– レンタカーを借りる

– アパートやマンションを借りる （敷金・礼金）

建物の所有を目的とする土地の賃貸借や、建物の賃貸借
は特別法（借地借家法）が作られている
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賃貸借契約
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民法 第六百一条

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相
手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料
を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したとき
に返還することを約することによって、その効力を生ずる。

Work

賃貸借は最長50年まで存続できる(民604 I)



賃貸借契約
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借地借家法（趣旨）

第一条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権
及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の
賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをする
とともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な
事項を定めるものとする。

Work

借地権の存続期間は、30年。契約でより長期に設定可。



請負契約・委任契約・雇用契約

他人の労働を利用する契約3種
☸請負契約

– 一定の仕事の完成を目的とする契約
大工さんに家を建築してもらう

–原則 仕事が完成しなければ、履行したことにならず、
報酬もない

–例外 仕事が途中でも注文者に利益が得られれば仕
事の完成とみなし、請負人は報酬を割合的にもらえる
(民634)
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請負契約・委任契約・雇用契約

☸委任契約
– 法律行為をなすことを委託し、受任者がこれを承諾し
て成立
弁護士に訴訟行為を頼む

– 頼まれた人が裁量で仕事をする

☸雇用契約
– 人に雇われてその人の指示で仕事をする
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請負・委任・雇用の比較

請負 委任 雇用

契約の目的 仕事の完成
一定の事務処理
を相手方の自由
な判断を信頼し
て委ねる

労働の利用
それ自体

仕事完成の要否 必要 不要 不要

労働供給の程度 独立的 独立的 従属的

解除の遡及効 あり なし なし

共通点 いずれも他人の労働を利用する点で共通
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物権

☸人が、ある物を直接に支配できる権利

– 物は、土地・建物などの不動産と、それ以外の動産

– 物権は、法律に定めるもののほか、創設することはできない
（民175）物権法定主義 =強行規定
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民法が規定する権利
物権

債権

意思に基づく 契約

意思に基づかない

不法行為

不当利得

事務管理

2①



物権
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民法が規定する権利

物権
占有権

本権
所有権

制限物権
用益物権

担保物権

債権

意思に基づく 契約

意思に基づかない

不法行為

不当利得

事務管理

2①



物権
☸所有権

– 機能として、使用、収益、処分などの権能を包括的にすべて含む

☸制限物権 いくつかの権能を切り離して他人がもつ

– 用益物権 土地に関して他人の物を利用する4種の権利

地上権、永小作権、地役権、入会権

– 担保物件 他人の所有物を使用せずその物の価値だけ利用

自分の財産を担保にお金を借り、期限にお金を返せなかったら、担保にしたも
のを競売で売り払って売上金から債権者は貸したお金を回収

 約定担保物権 契約によって発生 ex.質権、抵当権

 法定担保物権 一定の状況に立ち至ったとき法が与える
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2①



物権

物権は世間のだれに対しても主張できる権利
=だれが権利者なのか、周囲の人が認識できる必要がある。
☸公示の原則

– 物権の変動には必ず公示を伴わせる

☸物権変動の対抗要件*
– 不動産についての対抗要件は登記

– 動産についての対抗要件はその引渡し(引き渡されたものを占有していること)
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*対抗要件 当事者以外の第三者にも主張対抗するために備えておくべきもの

2①



物権

☸二重譲渡

–不動産の場合、売買契約でなく登記を先に得たほう
が優先

–動産の場合、買って自分に引き渡しを受ければよい

売主が正当な権利者でなかった場合も、即時取得*により
問題ない。
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*即時取得 善意で(事業を知らず)取得し占有を得た人は、引き渡された
とたんに権利（売買なら所有権）を取得する＝公信の原則

2①



不動産取引

宅地建物取引業法（目的）

第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制
度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務
の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、
宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益
の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
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不動産取引に関わる法律

宅地建物取引士・・・不動産取引の専門家。国家資格。
不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、その土地や建物につ
いて専門知識を有していないお客様に詳しい説明をすることができる。

2②



宅地建物取引業

公益社団法人全日本不動産協会
☸1952年6月10日「宅地建物取引業法」が初め
て公布されたのを機に、同年10月1日に設立。
現在、全国に47の都道府県本部を展開し会員
をサポート。

☸宅地建物取引業の健全な発展を目指して活動。
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出典：公益社団法人全日本不動産協会部屋探しガイドブック

2②

https://www.zennichi.or.jp/public/knowledge/rental/


宅地建物取引業
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出典：公益社団法人全日本不動産協会部屋探しガイドブック

☸ はじめての部屋探し
に役立つ情報。

☸ 就職を機に一人暮
らしを始める方へ。

☸ 不動産を売る
とき、買うとき、
のガイドブックも。

2②

https://www.zennichi.or.jp/public/knowledge/rental/


不動産取引

建物の区分所有等に関する法律（建物の区分所有）

第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で
独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物として
の用途に供することができるものがあるときは、その各部
分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目
的とすることができる。
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不動産取引に関わる法律

分譲マンションのように、一棟の建物の一部を独立して所有できる

2②



不動産取引

☸工事請負契約
– （建設工事の請負契約の原則）第十八条 建設工事の請負契約の当
事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、
信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

– （建設工事の請負契約の内容）第十九条 建設工事の請負契約の当
事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書
面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
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不動産取引に関わる契約
建設工事の請負契約は、必要事項を記載した押印書面による締結が必要

2②



不動産取引

☸ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

– （目的）第一条 この法律は、国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅
の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が
図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが
重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取
引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び
住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めること
により、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年法律第八十一号。以下「住
宅品質確保法」という。）と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買
主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の
健全な発展に寄与することを目的とする。
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不動産取引に関わる契約
新築住宅の欠陥に対して瑕疵担保責任を負わせ、住宅の安全性と品質を確保

2②



不動産取引

☸住宅の品質確保の促進等に関する法律

– （目的）第一条 この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこ
れに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備する
とともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任に
ついて特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入
者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、
もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを
目的とする。
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不動産取引に関わる契約
新築住宅の欠陥に対して瑕疵担保責任を負わせ、住宅の安全性と品質を確保

2②



不動産取引
☸ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の概要
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出典: 国土交通省 住宅瑕疵担保履行法について

2②

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/
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今日の法令編 まとめ

☸民法が規定する13種の典型契約以外の契約もできる。
☸双務契約の場合、引渡しと同時に代金を支払う、といえる。
☸物権は法律に定めるもののほか、創設することはできない。
☸契約不適合責任とは、売買の目的物が契約の内容に適合
しないときに、売主が負担する責任をいう。

☸所有権は代表的な物権である。
☸不動産の所有権変動は登記が対抗要件。
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小テスト

Moodle

Google Form

前期4 年法学2021 54

https://moodle2021.center.yuge.ac.jp/
https://docs.google.com/forms/d/1WJhbwuooNLvI6tRDTfM0LDGezQPub8GVQdWL0o6xMl8/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

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

☸ 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
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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！

15羽の鶏が、毎日10個前後の卵を産みます。茶色の卵はボリスブラウン。品種改良が進みほぼ
毎日産卵します。アローカナと白色レグホンの雑種が、青やピンクなどカラフルな卵を産んでくれます。
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物権について詳しくは何も知らなかったが、多少ではあるがそれを理解
することができた。

講
義
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
？
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