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は し が き

はじめて法律を学ぶということは、それが専門の学問であるということ

からなかなか大変である。これを教える立場からしてもここで教えなけれ

ばならない情報量なども膨大なものにおよぶところから、そのすべてにわ

たって丹念に触れていくことは不可能であるし、法律を学ぶに際して当然

に知っていなければならないことなどのひとつひとつに触れていくことも

困難である。そこで、法律学という専門科目を学んでいく前提となったり、

あるいは各法律の狭間にありこれを結びつけるものなどについて各法律専

門科目の講義において触れていくこともむづかしいところである。そこで

このような法律専門科目を勉強するにあたってどうしても必要となる諸知

識については法学の講義のなかで取り上げられることになる。その意味か

らすれば法学という学問はいわゆる教養科目の勉強から専門科目である法

律学研究へのかけ橋となるものという位置づけをすることができるであろ

う。ここで予定されている「法学」はこれに引き続きあるいはこれと並行

して法律専門科目を勉強することを前提として編集されたものである。

また最近の法学部においては法学という科目について振り当てられる時

間が比較的短いものとされてきているようである。このような状況にあっ

て法学の授業に期待されることはその学問的な価値を維持しつつ、必要最

小限度の知識を講義することが要求されることになる。そこで本書は、こ

のような目的に従ってかなり内容的にも無駄のない必要最小限度の問題に

しぼった形での編集がされている。執筆者についても次代を担い新たな問

題意識を有している研究者に加わって頂き、本書ないし法学という学問の

将来への発展を期待することとした。

本書が、多くの読者の学問的な意欲を向上させ、活用されることを期待

したい。

2017年 1月

編 者

i
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第�編 法 と は

……なんのために法はあるか

第�章 法とは何か

1．法の概念

［�］ 「法」の意義 法学において取り扱われる問題ないし対象といえ

ば当然のことながら法ということになる。そこで、まず、この法とは

一体どのようなものかを考えておくことにする。簡単に「法」という

が、法とは何かということは容易に把握することができる問題ではな

く、法学での各種の問題が十分に検討されることによってはじめて理

解することができる問題であるといっていいであろう。この法概念に

ついて、カント Immanuel Kant（1724〜1804）が「法学者はいまもなお法

という概念に対して定義を求めている」といっているし、田中耕太郎

も、「法の完全な定義を下すことはほとんど不可能である」といってい

るくらいである。

［�］ 常識から見た法（Rule） ここでは「法」（Rule）という問題につい

て、法学という特殊な観点からする検討の前に常識的な角度からこれ

を見ておくことにしたい。広い意味での「法」という言葉はいろいろ

の角度からの検討をすることができる。法ないし法則というものを常

識的に見れば、①自然科学的な側面からの法則、②経済法則などの社

会法則、③法学でとりあげる法律法則などがあるということができよ

う。そこで、この①、②の法則についていえば、これには共通性があ

第�章 法とは何か 1
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り、人間が一定の努力をしないでも当然にその法則に従った一定の結

果が生じてくるということを指摘することができる。

そして、これとは反対に、③についていえば、人間の努力なくして

はその法則に従った結論を得ることができなくなるのが普通であると

いう点を指摘することができ、この点において①、②と大きく異なっ

ている。具体的にこの問題をみれば、木から離れたりんごは真直に落

下するという法則があるし（万有引力の法則）、「悪貨は良貨を駆逐する」

（グレッシャムの法則）という経済法則も普遍的なルールである。もっと

も、この両者の間には差異がないわけではなく、前者は、人間の社会

とかかわりなく実現されるものであるが、後者は人間社会とのかかわ

りで生じるルールであるということができる。後者にあっては、前者

のルールと異なり、例外なきものというわけではない。しかし、後者

もこれを長期的、大量的な観察をすれば必然的なルールとなることも

また否定することができない。つまり、この両法則については人間の

努力というものによってこれに変化を与えることはできないものと

いってもいいであろう。ところが法律法則は、それが人間社会におい

て行われなければならない法則であり、人間の努力によってのみその

法則に従った結論を維持することができることになるものである。つ

まり、法律法則は守られなければならないものではあるが、人間がこ

れが守られるべく努力をしないならばむしろその法則とは異なった現

象が生じてくるとさえいえるのである。この法律法則は、後

にも述べるように、「法規範｣＊と呼ばれる。ホッブス Thomas Hobbes

（1588〜1679）がいうように、人間社会が「万人の万人に対する闘争」と

いうように理解されるかぎり、この法律法則がいかに「盗むなかれ」

とか「殺すなかれ」などと規定してみても、結果的には逆の方向をた

どることにさえなりかねない。このように法律法則というものは、人

間の意識的な努力によって初めて実現・維持されるルールであるとい

うことができる。法学を学ぶに際して、このような法律法則の特色と

その他の法則との相違点というものを頭に置くことが必要となる。
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＊ 法規範 規範という用語は一種の哲学用語でありむずかしい言語であ

るが、ものごとの判断や評価、行動などの基準となるものという意味であ

る。

第�章 法 の 意 義

［�］ 法の定義 法学を学ぶにあたって、法は社会生活の基準であると

いう漠然とした把握をすることは困難ではない。いかなる社会であっ

ても、それが人間の生活する社会であるならば、社会生活を営むにあ

たって「かくなすべきである」とか「かくなすべきではない」とする

行動の基準となる準則が存在することは否定することができない。そ

れが、自然発生的に生じたものであろうと、人為的に生じてきたもの

であろうとを問わずにである。このような社会生活の行動基準となる

ものや準則のことを「社会規範」と呼ぶことができるであろう。この

社会規範に該当するものには様々なものがある。この社会規範に該当

するものとしては法はもちろんのこと、道徳、宗教、慣習などさまざ

まである。このようなことを前提に、法についての概念を求めるとす

れば、法とは人間が社会生活を送っていくために守らねばならない規

範であるということができるであろう。しかし、法の概念について正

確に把握しようとするとなると、その概念についての理解には様々な

ものがある。それが必ずしも完全なものというわけではないが、ここ

では、とりあえず次のようにこれを理解しておくことにしたい。すな

わち「法」とは、政治的に組織化された社会にあって、その構成員か

らの一般的承認を受け、これが守られない場合には究極的には物理的
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な強制力にささえられた支配機構によって定立されまたは強行される

規範であるということになる。

［�］ 政治的に組織化された社会における存在であること 法とは、政

治的に組織化された社会においてのみ存在し得るものである。つまり、

この問題は、後述する法として認められるための要素となるものは何

かという問題として検討される法の強行性とも関連する。

すなわち、法の存在する社会が一定の政治的に組織化された社会で

なければ法に客観的な強行性を与えることもできないし、法に対する

違反行為がされた場合であっても、これに対して一定の制裁（サンク

ション）を与えることさえもできないことにもなりかねないからである。

もっとも、ここで要求される社会は「政治的に組織化された社会」で

あり、政治的な統制さえもできない単なる人の集合ではあってはなら

ないし、また、社会がある程度、政治的に統制することができるとこ

ろまで達しているならば、それが国家というような存在にいたってい

なくてもよいということになる。

このようなことから、法の形は、時代が�れば�るほどに政治的組

織化の程度が不十分となりそれだけに不明確なものとなることは否定

できない。また、歴史が下れば下るほどに政治的な組織は堅固になり、

これに従って法の概念も明確化してくる。

［�］ 社会の構成員により法としての承認を受けるものであること 社

会の構成員によって法として認められていないようなものは法たりえ

ないことは当然である。当該社会の構成員が、そんなものは法とは認

めないと認識しているようなものなどは法たりえない。それが、政治

的権力によって支持され、強制されるようなものであってもそれを法

と認めることはできないことになる。このあたりに「悪法も法たり得

るか」といった問題があるといえよう。もちろん、これが構成員の各

員全員によって法と認められるということは必ずしも必要はないので

あって、社会の構成員による一般的な承認さえあれば足るということ

になる。
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