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第 12 回 商法総則・商行為、基礎法学 

（合格テキスト 172～176、193～199 過去＆厳選問題集 196～199、216～221） 

商法は、例年 1 問出題されています。民法と比較しながら学習をすすめるとよいでしょう。

また、条文を読んでおきましょう。基礎法学は例年 2 問出題されていますが、出題範囲が

わかりづらいところです。テキストと過去問を、あまり時間をかけずに見ておきましょう。 

 

商法総則・商行為 

1.商行為と商人   重要度★☆☆   合 172  問 196 

まずは商行為と商人の概念と定義をしっかりと理解しましょう。 

商
行
為 

絶対的商行為 1 回限り行う場合でも、行為の性質から当然に商行為となる行為。 

営業的商行為 反復継続して営業としてなされるときに商行為となる行為。 

付属的商行為 商人が営業のためにする行為（必ずしも営利性はない）。 

商

人 

固有の商人 自己の名をもって商行為をすることを業とする者。 

擬制商人 商行為を行うことを業としない者で、店舗その他これに類似する設

備によって物品を販売することを業とする者。 

*会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為となります。 

過 取引所でなされる取引であっても、商人以外の者がこれを行ったときは商行為とはな

らない。 →× 絶対的商行為である。(6-48-4) 

過 自己の名をもって商行為をすることを業とする者以外には、商法において商人性を認

めていない。 →× (9-45-3) 

 

2.商号   重要度★☆☆   合 173  問 197 

商号、名板貸、商号の譲渡について見ておきましょう。 

(1)商号 

定義 商人がその営業上自己を表すために用いる名称のこと。呼称できなければなら

ず、図形などは商号に用いることができない。 

個数 1 個の営業につき、商号は 1 個に限られる。ただし、会社は複数の営業を行う

場合であっても商号は 1 個に限られる。 

選定 原則自由に選定できるが、不正の目的をもって、他の商人であると誤認される

おそれのある名称又は商号を使用してはならないなど例外がある。その他会社

法 6 条 2 項・3 項、7 条参照。 

不正使用 名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれ

がある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に

対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 
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(2)名板貸 

定義 自己の商号を使用して営業または事業を行うことを他人に許諾すること。 

要件 ①名板借人が名板貸人の商号を使用して営業を行うこと。②名板貸人が名板借

人に対して商号の使用を許諾すること。③相手方が名板貸人を営業主であると

誤認すること（誤認とは、相手方の善意無重過失）。 

責任範囲 取引によって生じた債務（詐欺的取引は含むが、不法行為は含まない）。 

（3）商号の譲渡 

商号譲渡の要

件・対抗要件 

商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲

渡することができる。 商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗す

ることができない。  

個別の譲渡 商号を営業と切り離して個別に譲渡することは認められていない。 

過 個人商人が複数の営業を営む場合には、その営業ごとに複数の商号を使用することが

できるが、会社は 1 個の商号しか使用することができない。→○ (16-32-1) 

過 自己の氏、氏名または商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した者は、自己を

営業主と誤認して取引を行った者に対して、当該取引から生ずる債務についてその他

人と連帯して弁済しなければならない。→○ (16-32-5) 

過 商号の譲渡は、その登記をするのでなければ、商号譲渡の効力は生じない。  

→× 登記は対抗要件である。(12-33-2) 

 

3.商業登記   重要度★☆☆   合 174  問- 

商法では、一定の重要事項を登記によって公示することを要求しています。 

一般的効力 登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対

抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によっ

てその登記があることを知らなかったときは、第三者に対抗することがで

きない。（正当な事由とは、登記簿の滅失など客観的な事情を意味し、病気

などの主観的事情は含まれない。） 

不実の登記の

効力 

故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実である

ことをもって善意の第三者に対抗できない。（不実の登記を勝手にされてい

た場合は、対抗できる。） 

過 会社の代表取締役の退任および代表権喪失は、その旨を登記することによって善意の

第三者に対抗できる。  

→× 正当な事由によってその登記があることを知らなかった者には対抗できない。 

(12-33-1) 

過 未成年者は、商法上の商人として営業を営むためには、登記をしなければならない。 

  →○ 商法 5 条参照 (9-45-5) 
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4.商業使用人と代理商   重要度★☆☆   合 175  問 198 

商業使用人と代理商の違いを理解しておきましょう。商業使用人は商人と雇用契約、代理

商は商人と委任又は準委任契約を結んでいる点を理解しておくとよいでしょう。 

(1)商業使用人 

支配人（ex.支店長） 商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外

の行為をする権限を有する。代理権に加えた制限は、善意の

第三者に対抗できない。 

ある種類又は特定の事項の

委任を受けた使用人（ex.部

長） 

ある種類又は特定の事項に関する一切の裁判外の行為をす

る権限を有する。代理権に加えた制限は、善意の第三者に対

抗できない。 

物品の販売等を目的とする

店舗の使用人（ex.店員） 

その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみ

なす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでな

い。 

(2)代理商 

定義 商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、

その商人の使用人でないもの。 

競業避止

義務 

自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること、その

商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員

となることは、商人の許可を得なければ行うことができない。 

過 商業使用人を用いる場合は自然人でなければならないが、代理商を用いる場合は法人

でもよい。 

→○ (13-33-1) 

過 支配人は、営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をな

す権限を有し、支配人の代理権に加えた制限は、それを登記した場合に、これをもっ

て善意の第三者に対抗することができる。 

→× (18-36-ア) 

過 支配人は、営業主の許諾がなければ自ら営業を行うことができないが、営業主の許諾

がなくとも自己または第三者のために営業主の営業の部類に属する取引を行うことが

できる。 

→× (18-36-イ) 

過 物品の販売を目的とする店舖の使用人は、相手方が悪意であった場合も、その店舖に

ある物品の販売に関する権限を有するものとみなされる。 

→×（18-36-オ） 
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5.商行為   重要度★☆☆   合 176  問 199 

商行為は、営利・取引の安全・迅速が強く要求されており、その観点から民法の規定が修

正されています。民法と比較しながら学習を進めるとよいでしょう。 

 商法 民法 

代理 顕名不要。本人死亡で代理権消滅しな

い。 

顕名必要。本人死亡で

代理権消滅する。 

委任を受けてない行為 委任の本旨に反しない範囲内なら可能。 不可。 

多数当事者の債務 数人の者がその一人又は全員のために

商行為となる行為によって債務を負担

したときは、その債務は連帯債務とす

る。 

原則分割債務。 

保証債務 債務が主たる債務者の商行為によって

生じたものであるとき、又は保証が商行

為であるときは連帯保証。 

特約なければ通常保

証。 

報酬請求権 営業の範囲内で他人のためにした行為

については相当な報酬を請求できる。 

特約なければ不可。 

利息請求権 商人間において金銭の消費貸借をした

ときは、貸主は、法定利息を請求するこ

とができる。 

特約なければ不可。 

法定利率 年 6％ 年 5％ 

流質契約 可能。 弁済期前は、不可。 

留置権 商人間においてその双方のために商行

為となる行為によって生じた債権につ

いては牽連性不要。目的物が債務者の所

有物であることが必要。 

物と債権の牽連性必

要。目的物が債務者の

所有物であることは不

要。 

消滅時効期間 原則 5 年 原則 10 年 

過 商行為である金銭消費貸借契約に基づいて支払われた利息制限法の制限を超える利息

についての不当利得返還請求権は、民事債権として 10 年の消滅時効にかかる。 

  →○ 最判昭和 55 年 1 月 24 日参照 (15-33-3) 

過 貸金業者が顧客に生活資金を貸し付ける場合、利息の特約がなくても当然に利息付き

となる。→×  (15-33-4) 

過 当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、

債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証

券を留置することができる。→× (18-37-エ) 
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基礎法学 

1.法と道徳   重要度★☆☆   合 193  問- 

法と道徳の違いを確認しておきましょう。 

法規範 ルールであり、違反者には国家による制裁を伴う社会規範。 

道徳 善を理念とする人間の内心に関する社会規範。制裁を伴うものではない。 

過 法規範とは、行為者自らの意思に委ねられているものである。 

  →× (12-1-オ改) 

 

2.法律用語   重要度★☆☆   合 194  問 216,218 

主な法律用語が出てきたときに意味が分かるようにしておきましょう。 

罪刑法定主義 犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければ

ならないという原則。慣習法は刑法の直接の法源とならない。 

類推解釈 ある事項について直接に法の明文がないときに、これと類似の事項につい

て規定した法文を適用することをいう。刑法では、被告人に不利な類推解

釈は禁止される。 

拡張解釈 言葉の可能な意味の範囲内で言葉の日常用語的な意味よりも広く解釈する

ことをいう。刑法で、拡張解釈は許される。 

みなす ある事項について事実と異なっていてその事実があったことと同様に取り

扱うことを意味するもので、反証を許さない。 

推定する 法律上仮にそう取り扱うが、反証があれば仮の取り扱いをやめて事実どお

りの取り扱いをする場合をいう。 

過 犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければならないか

ら、慣習法は刑法の直接の法源とはなりえない。→○  (16-1-ア) 

 

3.法の適用に関する通則法   重要度★☆☆   合 195,196  問 217,218 

法律・条令の公布・施行日を確認しておきましょう。 

 公布 施行日 

法律 上奏の日から 30 日以内に公布。 法律でこれと異なる施行期日を定めたとき

を除き、公布の日から起算して 20 日を経過

した日。 

条例 再議その他の措置を講じた場合を

除き、普通地方公共団体の長は、

条例の送付を受けた場合は、その

日から 20 日以内に公布。 

条例に特別の定があるものを除く外、公布の

日から起算して 10 日を経過した日。 

過 法律が発効するためには、公布がされていることと施行期日が到来していることとの

双方が要件となる。 →○ (23-1-3) 
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4.民事訴訟・刑事訴訟   重要度★☆☆   合 197,198  問 219～221 

民事訴訟と刑事訴訟の違いを理解しておきましょう。 

 民事訴訟 刑事訴訟 

意義 私人間の権利義務に関する紛争

を解決する裁判。 

犯罪を行った者の処罰を求める裁

判。 

訴える側 原告 検察官 

訴えられる側 被告 被告人 

証明（挙証）責任 自己に有利な法律効果を主張す

る者。 

原則として検察官 

裁判員制度 - 一定の重大犯罪にあり。 

過 ある事件について刑事裁判と民事裁判が行われる場合には、それぞれの裁判において

当該事件に関して異なる事実認定がなされることがある。 

  →○ 最判平成 12 年 2 月 7 日参照  (17-1-ウ) 

 

5.ＡＤＲ   重要度★☆☆   合 199  問- 

ADR とは、判決などの裁判によらない紛争解決を指す言葉のことです。 

和
解 

裁判外の和解 裁判所の関与なしに紛争当事者間で和解契約を締結すること。 

起訴前の和解 民事紛争を訴訟によらないで解決するために、簡易裁判所に和解を

申し立てること。調書の記載は、確定判決と同一の効力。 

裁判上の和解 訴訟の係属中に、期日において訴訟当事者間で和解をすること。調

書の記載は、確定判決と同一の効力。 

あっせん 紛争の当事者間の交渉が円滑にいくように、第三者がその間に入っ

て仲介する行為のこと。 

調停 紛争を解決するため、第三者が当事者間を仲介し、双方の互譲に基

づく合意によって紛争の処理を図ること。家事事件手続法では調停

前置主義が採られている。 

仲裁 当事者双方が紛争の解決を第三者に委ね、その判断に従うことによ

って争いを解決すること。仲裁判断に当事者は拘束される。 

過 当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする紛争解

決方法を、調停という。  

→○ （18-1-B 改） 

過 紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束するこ

とによって争いを解決する手段をあっせんという。 

  →× 仲裁のことである。 （18-1-C 改） 


