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Ⅰ．はじめに 1

Ⅰ．はじめに

　民法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 44 号）が、2017 年 5 月 26 日に国
会で可決・成立し、6月 2 日に公布されました。施行は、公布の日から起算し
て 3 年を超えない範囲内において政令で定める日とされています（附則 1 条）。
民法が最初にできたのは 1898 年ですので、実に 120 年ぶりの大改正というこ
とになります。
　もう少し正確にいいますと、民法の中には、財産に関する部分と家族に関す
る部分があります。条文の数でいいますと、全部で 1 条から 1044 条まである
うち、財産に関する部分が約 7割、家族に関する部分が約 3割というところで
す。このうち、家族に関する部分は、戦後すぐに、日本国憲法の制定にあわせ
て大改正されました。したがって、今回
は、財産に関する部分が 120 年ぶりに改
正されたということです。分量的には、
財産に関する部分のうち、半分以上が改
正の対象となりました。大改正といって
差し支えないでしょう。
　このように民法という重要な法律が大
改正されたということは、テレビのニュ
ースでも大きく取り上げられましたし、
新聞でも一面で報道されましたので、ご
覧になられた方も多いことと思います。
しかし、何がどう改正されたかというこ
とをよくご存知の方は、あまりおられな
いでしょう。というよりも、そもそも民
法という法律がどのようなもので、そこ
にどのようなことが定められているかと
いうことも、実はよく知らない。そうい
う方もきっとたくさんおられるでしょう。 　日本経済新聞 2017 年 5 月 27 日付朝刊
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　この本は、そのような方々に、今回の民法改正がどのようなものであり、何
を目指しているかということをおわかりいただくための本です。もちろん、そ
こにたどりつくためには、いくつかのステップをふむ必要があります。まず、
①そもそも民法とはどのような法律なのか、なぜ重要なのか。次に、②その民
法は、いつ・どのようにして作られたのか。そして、③なぜ今、民法が改正さ
れなければならないのか。ここまで説明してようやく、④民法はどのように改
正されたのか、それは何を目指しているのかという話にたどりつくことができ
ます。
　ただ、どのように改正されたのかといいましても、改正された項目の数は膨
大なもので、薄い本ではとうていすべてを説明することができません。前提と
なる法律の知識がありませんと、正確に理解することもむずかしいでしょう。
そこで、この本では、こまごました改正の中身を紹介するのではなく、まずは、
民法とはどのようなものか、その意味での民法の基礎をしっかりと学んでいた
だき、そこから民法をいま改正する意味を理解していただくことを目指したい
と思います。
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Ⅱ．民法の基礎

　最初に、民法とはどのような法律なのかというところから説明をはじめたい
と思います。

1．法体系の中での民法の位置

⃞1 公法と私法
　まず、法体系全体の中で、民法はどこに位置しているのでしょうか。
　あらかじめ前提となる大枠をお示ししておきますと、法体系は、大きく分け
て、公法と私法からなります。

法

公 法

憲 法

行政法 刑　法

民 法

民事特別法

私 法

　公法というのは、たとえば行政法や刑法などで、その大もとには憲法があり
ます。
　それに対して、私法というのは、たくさんの法律があるのですが、その大も
とに民法があります。
　わかりにくいので、例をあげて説明しましょう。

【ケース 1】
　Xは、酒酔い運転をしていて、歩行者Yをひき殺してしまった。

　この場合に、X は、どのような責任を負うでしょうか。これは、自動車教習
所に行ったことのある人なら、わかるでしょう。あそこでは、かならず事故の
ビデオをみせられて、3 つの責任があるということが教え込まれます。
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　第 1 は、刑事責任です。刑法 208 条の 2 によりますと、アルコール又は薬物
の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、それによって人を
死亡させた者は、1 年以上の懲役に処せられます。
　第 2 は、行政責任です。道路交通法 65 条によりますと、酒気帯び運転をし
てはいけないとされています。そして、同じ道路交通法の 103 条 1 項では、こ
れに違反した者について、公安委員会は運転免許の取消しまたはその効力の停
止をおこなうことができるとされています。
　この公安委員会というのは、行政機関です。刑罰は、裁判所に訴えられて、
そこで有罪判決を受けてから科せられるものですが、この免許の取消しや停止
は、裁判所ではなく、行政機関が直接科す不利益です。だから、これは、行政
責任と呼ばれるわけです。
　第 3 は、民事責任です。いくら刑罰を受けたり、免許を取り消されたりして
も、被害者が残っています。そこで、Y の遺族は、X に対して損害賠償を求め
ることになります。これは、民法ですと、709 条に定められています。ただ、
このケースのように、自動車事故の場合は、自動車損害賠償保障法という法律
に特別な規定があります。
　この 3 つの責任をくらべてみると、刑事責任と行政責任は似ていることがわ
かります。刑事責任は裁判所、行政責任は行政機関が科すとはいえ、どちらも
国の機関が X という人に対して刑罰や行政上の不利益を科すものだからです。
このように、国と人との関係を規律する法のことを「公法」といいます。
　これに対して、民事責任は、国の機関と X との関係というよりは、むしろ
X と Y、つまり人と人との関係です。このように、人と人との関係を規律する

公 法

①公益の確保
②国家権力のコントロール

国
裁判所 行政機関

人

行政上の
不利益刑 罰

私 法

対等な関係にある者の間の
利害関係の調整

人 人
損害賠償等
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法のことを「私法」といいます。
　では、どうしてこの 2 つを区別しないといけないのでしょうか。
　それは、国というものが特別な地位を占めているためです。国は、どんな大
きな企業でもおよびもつかないくらいの財力を持ち、何よりも武器とそれを使
える人員を多数かかえています。このような強大な権力を持った国が勝手なこ
とをすると、個人の運命は風前のともしびです。国が、公益のために行動しな
ければならないのは当然としても、それと同時に、個人の権利が不当に害され
ることのないよう、国家権力に対して適正なコントロールを加えることが不可
欠です。その意味で、公法には共通した性格と使命が認められます。
　これに対して、私法の方はそのような性格を持ちません。ここでの中心は、
人と人とのひとまず対等の関係です。そこでは、強大な権力をコントロールす
るという側面はあまり出てきません。人と人との利害をどう調整するか。それ
が私法の主たる関心事です。

⃞2 私法の基本法としての民法
　このうち、私法に属するのは、民法のほか、消費者契約法や借地借家法、製
造物責任法、さらに商法、会社法、労働契約法などなどのいわゆる民事特別法
です。

民　法

私 法

①私法関係の仕組みを規定するための基本的な枠組み
②私法関係に関する問題を解決する基本的な考え方

消費者
契約法

借地
借家法

製造物
責任法

商法
会社法等

労働
契約法等

民事特別法

　しかし、民法は、その中でも特に重要な位置を占めます。①私法関係の仕組
みを規定するための基本的な枠組み、そして、②私法関係に関する問題を解決
する基本的な考え方を定めたのが民法です。民法なくして私法は成り立たちま
せん。その意味で、民法は、私法の基本法としての性格を持つということがで
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きます。

2．民法の対象

　それでは、民法は、どのようなことを定めているのでしょうか。その対象は、
財産関係と家族関係です。財産関係を定めた部分を財産法、家族関係を定めた
部分を家族法といいます。

民 法

家 族 法

親 族 法
家族に関する身分
婚姻・親子・後見等

相 続 法
人が死亡した場合の
財産の帰属
法定相続・遺言

財 産 法

経済関係の基本法

財産の帰属・移動
基本的な枠組みとルール

　まず、イメージのわきやすい家族法から説明しましょう。これは、さらに親
族法と相続法に分かれます。親族法は、家族に関する身分を定めた法です。婚
姻や親子、後見などが規定されています。相続法は、人が死んだ場合にその財
産が誰のものになるかということを定めた法です。法定相続や遺言などが規定
されています。
　これに対して、財産法とは、財産をめぐって、人と人との間に生じるさまざ
まな問題を規律する法です。そうした財産に関する問題を規律する法は、民法
にかぎられません。その中で、民法が定める財産法は、その一番基本的なこと、
つまり財産の帰属とその移動に関する基本的な枠組みとルールを定めたもので
す。これはまさに、経済関係のもっとも基本的な部分を定める法にほかなりま
せん。
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3．財産法の仕組み

⃞1 所有と契約
（1）経済関係の基本モデル

　このように、財産法は、経済関係の基本を定める法です。では、その経済関
係の基本とは何でしょうか。それは一言でいうと、所有と契約です。

契約（交換）

体（労働力）

金

物

人

体（労働力）

金

物

人

所有 所有

　まず、各人は、それぞれ物と金、そして自分の体を持ちます。これが、「所
有」です。
　このことを前提として、それぞれの物と金を交換します。体を交換するのは
少し危ない話ですが、体を使って仕事をすれば、物や金と交換することができ
ます。これが「契約」です。
　財産法とは、こうした経済関係の基本モデル、つまり所有と契約を基礎とし
てできあがっているということができます。

（2）所有の保障
　もう少しくわしくみてみましょう。まず、所有です。

【ケース 2】
　Xは、六甲に別荘甲を持っていた。ようやく休暇がとれたので久しぶり
に甲に行ったところ、半年ほど前からなぜか Yがそこに住みついていた。
しかも、Yは、この間に甲を乱暴に使用していたため、窓ガラスやドアが
破損していたほか、床や壁がシミだらけになっていることがわかった。
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　X がこの別荘甲を持っているというのは、X がその別荘甲の所有権を持って
いるということです。では、所有権を持っているということは何を意味するで
しょうか。それは要するに、その物を自分の好きなように使ったり、処分した
りすることが法的に認められているということです。5 年も 10 年も忙しくて
別荘が使えなくても、その別荘が X の所有物であることに変わりはありませ
ん。また、自分自身は使わずに誰かに貸したり、あるいはもう使わないので誰
かに売ったりすることも、X の自由です。X がその物の使用・収益・処分の自
由を持つこと。それが法的に承認されているということ。それが、所有権を持
つことの意味です。
　では、そのような所有権を持っていると、具体的に何がいえるのでしょうか。
ケース 2 に即していうと、X は具体的に 3 つの権利を持っているということが
できます。
　まず、Y が住みついていて、別荘甲が使えないということは、X の使用・収
益・処分の自由がさまたげられていることを意味します。したがって、X は Y
に対して、出て行けということができなければなりません。つまり、所有物の
使用・収益・処分をさまたげる者に対して、その妨害の排除を求める権利。そ
ういう妨害排除請求権を X は持ちます。
　次に、これで実際に Y が出ていったとしても、それまで半年間、Y が別荘
甲を勝手に使っていたという事実は残ります。ということは、Y は、X に断り
もなく、タダで使っていたのですから、その分だけ利益を得たわけです。本当
ならば、その間の使用料を払わないといけなかったはずです。そこで、この半
年分についても、X は Y に対して、不当に得た利益、つまりその間の使用料
に相当するものを返せということができます。これが不当利得返還請求権です。
　さらに、このケースでは、Y が甲を乱暴に使っていたために、窓ガラスやド
アが破損していた上、床や壁がシミだらけになっています。このような場合は、
X は Y に対して弁償しろといえるはずです。つまり、所有物を侵害した者に
対して、それによって生じた損害の賠償を求める権利。そうした損害賠償請求
権も認められます。
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妨害排除請求権 所有物の使用・収益・処分をさまたげる
者に対し、その妨害の排除を求める権利
＝「出て行け」

不当利得返還請求権 所有物から勝手に利益を得た者に対し、
その利益の返還を求める権利
＝「使った分の料金を返せ」

損害賠償請求権 所有物を侵害した者に対し、それによっ
て生じた損害の賠償を求める権利
＝「弁償しろ」

（3）契約の保障
　以上が、所有です。次に、契約の方をみておきましょう。

【ケース 3】
　Xは、六甲に持っていた別荘甲を、Yに 4週間、20 万円で貸すことに
した。Yはそこに 1 週間滞在したが、会社の都合で帰らざるをえなくな
った。Yは、1週間しか使っていないのだから、5万円しか払わないとい
っている。

　先ほどと違って、今度の Y は、X に無断で別荘甲を使っているわけではあ
りません。Y は X と、X の所有物である別荘甲を、4 週間、20 万円と引き換
えに使わせてもらうという約束をしています。これが「契約」です。契約をし
ていれば、同じように X の物を Y が使っていても、不法占拠にはなりません。
Y はこの 4 週間、別荘を使う権利があるといえるわけです。
　Y は実際に 1 週間しか使わなかったのだから、5 万円しか払わないといって
いますが、契約では、20 万円と引換えに、Y はその別荘甲を 4 週間使う権利
を取得したわけです。この権利をどう使おうと Y の勝手です。X はそれに対
して口出しはできません。そのかわり、20 万円を払ってもらうと約束したわ
けです。したがって、実際にどの程度使ったかは、支払う金額と関係ありませ
ん。
　これに対して、Y は、「自分が悪いのではない。会社のせいだ。」というかも
しれません。しかし、Y の会社の都合など、X のあずかり知らないことです。
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X は、4 週間、別荘甲を自由に使う可能性を Y に与えた。そして、Y はその
可能性を手にした以上、実際に使わなかったとしても、約束した 20 万円を支
払わなければなりません。契約は守らなければならない。それが、契約をした
ことの当然の帰結です。
　このように、契約をすると、その契約をした者はそれに拘束される。いやだ
といっていても、最終的にはその実現を強制される。これが、契約制度です。
財産法は、「交換」という側面を、このような契約制度として保障しているわ
けです。

⃞2 物権と債権
（1）日本の財産法の仕組み

　以上のように、各人がそれぞれ物と金、体を所有していることを前提として、
そうした所有者たちがそれぞれに必要なものを契約によって交換する。それが、
経済関係の基本モデルです。それを前提として、所有の側面を所有権として保
障し、交換の側面を契約制度として保障する。これはそうむずかしくないでし
ょう。
　もっとも、ヨーロッパ大陸の民法、そしてそれを受け継いだ日本の民法は、
このモデルをもう少しモディファイしてできています。つまり、これをもっと
抽象化したかたちになっています。それが、物権と債権です。
　まず、先ほどの所有を抽象化して、物権というものが考えられます。所有と
いうのは、持ち主である人がその物を自由に使用・収益・処分することができ
る権利です。これはもっと抽象化していうと、人がその物を支配する権利とと
らえることができます。このように、人と物との関係を権利としてとらえたも
の。それが物権です。
　これに対して、債権とは、人と人との関係を権利としてとらえたものです。
つまり、人が特定の他人に対して一定の行為をしてもらう権利。それが、債権
です。


	00_本扉（CS4）
	01_目次
	02_Ⅰ章
	03_Ⅱ章
	04_Ⅲ章
	05_Ⅳ章
	06_Ⅴ章
	07_Ⅵ章
	08_付録
	09_あとがき
	10_奥付・広告


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 5.827 x 8.268 インチ / 148.0 x 210.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): 改良
      

        
     32
            
       D:20170922154228
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     Full
     1453
     310
    
     None
     Right
     7.0866
     0.0000
            
                
         Both
         5
         AllDoc
         332
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     737.0079
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0b
     QI+ 3
     1
      

        
     15
     17
     16
     17
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





