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制度的契約百有の情想

想、に対するコメンテーターとして、最適の方であると思いますっ

以上の両先生からのコメントが終わった後、者|の休憩を取って、そ

のあと日時ぐらいまでを予定して、白111に議論したいと思っておりま F。

さて、ごJ主将の最初に内目先ヰのこ、所属を法務省と紹介いたしました。

それをお聞きになって、あれ?と思われた方もいるかもしれませんつ実

は内田先牛は、この10月に東京大学から法務省に移られましたコ債権法

改正に当たられるためと聞いております。新しい職場での多忙な巾、在、

ともの安請に快く応えて報告をお引き受けいただきましたことに、改め

て)早〈御礼を内し上げます。また、今円の研究会は、官、ともの科研基盤

Aの下催ですが、北大R事法研究会と北大公法緋究会にも、共催という

ことでご協力をいただいていまれ民事法研究会の今年の幹事は私です

ので、白分に白分でお礼を百うのは何か変ですが、公法緋究会の幹事は

藤谷先!j二でして、コメンテーターの!車問先止をご紹介下さったことを合

めて、いろいろおIU訴になヮています。 藤谷先生にも御礼中し卜げま仁

最後に、本円の研究会の報背とコメント、それから議論は、手議背を元

に原稿イヒし hたしまして、北大法学論集に掲載し、学界の共有財E去にした

いと思っております。あらかじめその円申し上げておきますとともに、

参加の皆様のこ協力をお願い fる次第でございま 4一。

講演

制度的契約論の構想

内田 貴

ただいまご紹介いただきました内田ですc 在、はこんなにたくさんのh

がお見えになるとはまったく想定し亡おりませんで、小きな研光会で叛

時闘し守べるものと思って内てまいりました。 1時間しゃべるというこ

とも、 M00'以前育問先fとからそう聞いたような気も fるのですが、とて

もそんな準備はごさいませんで、あまり中身のない請で終わってしまう

かもしれませんが、最初にプレゼンテーションさせていただきたいと思

います。それから今、氏事法緋究会との共催という請がありましたが、

私にとっては懐かしい名前で、また民事法研究会で報f与できるのは大変
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講 演

うれしく思いま「っ

それでは、制度的契約の構想というタイトルで少しお話をさせていた

だきたいと思います。ただ今山川先生からご紹介をいただきましたよう

に、 1990年に T契約の内生「というタイトルの本を出しまして、そこで

アメリカのイアン・マクニールの「関係的契約」と L寸社会学的概念を

解釈学的に転換した理論を提唱しようといたしましたc

山典的な契約のj担論ではとらえられていなかった現象を捉え符る契約

法理論を構築しようと考えたわけで字。アメリカのイアン・マクニール

の理論は非市に社会学的な色彩がE郎、ように私には思えましたけれど

も、私の場合にはH本の裁判例が、午)'1こl、級審ですけれども、一般条項

の解釈適用を通じて万三)，，<してL、た契約法規範を説明L、正当化する解釈

前を、この概念を使って提出しようとしたわけですO

ところで、解釈論というのはもともとドメスティックな特定の J支定法

体系に拘束きれたものですc しかし、解釈論としての関係的契約瑚諭も、

そこで想定している悶係的契約規範が普遍性を持つ限りにおいて、他の

同々にも妥当 4一る、ある程度の普遍牲を持つことになりますc 関係的契

約規範がほかの国々にも同様に見られるのであれば、解釈の対象となる

テキストがそこにもあるわけですから、それを解釈し、説明し、正当化

する理論としての関係的契約理論には 定の普遍性が生じ、特定の実定

法体系に市lはっきれない思考枠組みとなり得るわけです。

例えば、不、1'，な契約交渉破棄に代表されるような契約交渉過程での責

任が、多くの国々で認められるようになっているわけとすが、それを説

明し，1、11化する理論としての関係的契約理論は、同墳を越えた射程を持

つということになりますっ

現存ヨーロソパでも、関係的契約という百葉あるいは概念が、法律学

者の間でlムく用いられておりますけれとも、この事J五は、官、が用いたよう

な意味での解釈理論としての関係的契約理論の射秤のjムさ、ないし昔遍牲

を物語っているのではないかと思います こうして、関係的契約理論は現

代什会における契約胤範の拡大現象を}('ljw，するための背遍性の日Jい解釈理

論として窓味を持ち作ると感じるわけです。ところが、 JJ!代の契約)J!象

の中にはこの理論でとらえ切れないものがある、ということが、当初か

らずっと私の心に引っ持卜かつておりました、
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制度的契約百有の情想

その代表的なものが、いわゆる publicutility契約、例えば電気、ガス、

水道、電話などの契約です。こういった契約は、通常は長期間継続しま

すので、その志l床においては継続的契約のー積でずっドイツの継続的債

務関係のまさに代表的なものであるわけです。

しかし、通常これらの契約は、契約条什がほとんど完全に存而化きれ

ており、それによって規律されているという意味では、関係的契約と対

比された意味での山典的契約ないし半発型契約の特貨を持っています c，

しかし、単発型契約や市興的契約で組定されているような、主事者。〕

主恩による契約内科の決定があるかというと、これはないわけです。そ

こで、伝統的な契約法理論は、約款論あるいは附合契約百請によって説明

を試みてきました。つまり、こういった契約は附合契約院があって、当

事者の力関係によって~hが相手んの提小した契約条件にう己全に附合せ

ざるをfつないと、そういう説明をしてきたわけです。この~明は、ヰ\米

は交渉による合立があるべき姿であるという料鮮に立っていますc

しかし、 publiculilil)契約と昨ばれる契約は、個別、円雫者が父沙して、

口分の契約についてだけ契約条件を修正するというようなことはもちろ

ん認められませんυ これは相手方が認めないだけではなくて、拝観的に

も認めるべきではないと通常感じられていると以v'ます。仮にそのよう

なことを認めて、特定のユーザ だけ料余を有1)引するというような扱い

をすれば、正義公でに反するとし寸非難を受けるだろうと以いますの

もしこの判断が 11 しいのであれば、この I_~ を lif米の契約理論では説明

できませんの従来の約款論は何別合志が約款に優先すると説いてきたわ

けですから、これでは説明できません。また関係的契約理論によっても

説明できません η したがって、関係的契約用論は、現代の契約現象を把

握するための理論としては、まだ不dy己全であると JTI.~じていたわけです。

その{麦、この問題がずっと気に掛かっていたのですけれども、やがて、

ある極の契約は制度であって、伝統的な契約とは遺った捉えhをすべき

なのではないかと考えるようになりました。*')款論には古くから帝1)反理

論というのがありますけれども、この市I)JJ[理論は、今ではもうほとんど

顧みられませんc しかし、%はこの制皮理論はある樟の真実を捉えてい

たのではないかと感じるようになりましたc

制度理論を説いたオーリウの理論などは、いま議みますとあまりにも
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講 演

特殊で、とてもそのままでは現f~の社会では{吏えないように思えますけ

れども、しかしその中に重要な良型が含まれているのではないかと与え

るようになったわけでナっそこで、 publicutility契約などを制度的契

約という問点から理:命化してみたいと主えるようになりました。しかも、

この制度的契約という視点は、窓外に身、I在がjムいという l白感を持ってお

りました。

例えば、政治理論に社会契約諭というのがありますが、社会契約百市で

百われるところの契約は、どう見ても民法が典型的に必定している契約

ではないように思います}社会契約というのは単なる比聡のf戒を山ない

のかどうか、契約法を専門にする者として非常に気掛かりであった点で

れこれも、市l皮的契約という視点を入れることによって説明できると

J[<;じるようになりました。

今巾しましたような直感は、まったく肉分の頭の巾から山てきたもの

で、イ可かを読んで得たというものではありませんc ただそれを則論的に

詰めるだけの時間が確保できませんでしたし法科大学院が導入された後

の大学は教古負担が重〈、まったくまとまった時間がとれないものです

から、直観を理論的に発展させることができない状態が続きましたu

はじめから雑談になヮて中 L~J<ないで fが、以前米倉先生があるとこ

ろに書かれたエッセイにこんなことが書かれていましたU 法科大平:院が

できて柵先時間がなくなっているの附党時間というのはまとまった時間

が必要なので、 I，'Jじ何 l時間、何白時間でも、こま切れがたくさん集積

して何育時間あるじゃないで Fかと百われたって、そんなもので諭丈は

吉けない、とコまさにそうで、やはりまとまった時間がないと、こうい

う者想、を詰め亡いくということはできないように思います。

そこで何とかそのための研究時間を確保したいと思いまして、半年同

サパテイカルを~， りましたれ京大法苧部ではlO~戸働くと 1 午休めるとい

う制度があるのですが、 5年で半年休んでもいいというふうになってい

まして、そこで前に取ってから 5年たったところで T年間サパテイカル

を~~りました。

前にサパテイカルを取ったときは円本にいたので Fが、これは失敗で、

まったくサハテイカルではなくなってしまいました。大学の授業こそな

いけれども雑用がいっぱい降ってくると L寸状態でしたので、 Mとして

[お] 北法:JD(1-4:.m; 4却



制度的契約百有の情想

も国外に山ないといけないと考えましたっしかし、新しい刺激的な場所

へ行くと、今度はそれに Hを奪われて、目分の研究なんかできなくなっ

てしまうので、そういうことのない場所へ行きたいということで、 20午

前に行ったコーネル大学にもう 度行くことにいたしました。

20午前の友人達がまだそのままおりまして、当時駆け山しの助教長で

あったロパート・ビルマ〆などJ派な教授になっておりまして、非常に

H白かったでよアメリカの川舎町は20年たってもあまり変わりません

ので、どこに行けば何を買えるということも分かつていますし、若いた

円からすぐ仕事ができるという環境を整えてもらいました。そこで前丈

の大筋を書いたわけです。

これまた余議で巾し訳ないですが、コー不ルでの滞在巾は四六時巾論

文のことだけを考えて過ごしました。コーネル大学のある刊は、 tlnI;の

滞在からヨ)歳年をとった私にはちょっと寒すぎて、冬には外も歩けない

状態でしたので、何日何日朝から|ぬまで論文のことばかり考えていると

いう生活をいたしました。まさに至稿のときを過ごしたわけで、これぞ

口分が柵究者として瑚想と考えた生活だと感じましたし、もしこの時間

をずっと守えてもらえるなら、毎年こういう論主が書けるのにと感じま

したc

ところで、以前関係的契約理論を提唱したとき、私の理論はイアン・

マクニールから者想を得たものであったわけですが、解釈論として再構

成をしましたので、社会学理論としての性格が強いマクニールの理論と

はずいぶん様相の追ったものになりました。かつまた、正当fじのI軍百市と

してハーハーマスなどを援)iJしましたので、とてもマクニールとは似て

も似つかないものになりました。

ハーパーマスを研究している}jからはハーパーマスの理解がおかしい

と百われたのでナが、別にハーパーマスの解釈をしているわけではない

ので、ハーパーマスそのものではありません。結局、マクニールでもハー

パーマスでもない、{nfかグロテスクなものが山米上がっているので、あ

る学者から、お内IJのものを理解するには誰のものを読めばいしミのだと聞

かれたことがありまナ。初めはその意味がよくうよからなかったのですが、

安するに欧米の誰かの理論をい炊きにして、それを H本請に置き抑える

のが学問であると L寸理解が前提になっていると知ってびっくりしたの

北法SDu. 437) 437 [86J 



講 演

ですが、そういうものではありませんでしたの

制度的契約理論についても、種1えになったような誰かの理論があるわ

けではありませんつ同様の即司令を先に主張している人が、おそらく世界

のどこかにいると思いますけれども、単に私はそれを知らないだけですc

ただ、この肴想、を、数午前にパリで聞かれたパリ大字とコーネル大学の

共催の研究会で話したところ、そこにいた人は、そんな理論は聞いたこ

とがないから、市く英語で発表した方がいいと印J戸してくれましたので、

欧米でも必ずしも常識というわけではないのかも知れません。

帰国後さらに理論を詰めて発表したいと考えていたのですが、サパ

テイカルカ、明けてからは、サノミテ fカル前よりもf亡しくなってしまいま

して、論丈をジコリストに公表ナるまでに 1年余りかかってしまいまし

た。その徒、最初にちょっとこ料介がありましたように、債権法を中心

とした民法の抜本改正の準備が始まったのですが、こちらは 1世紀ぷり

の大改正で、到j長大学の教育や行政の負却と両立 4一るものではありませ

んでしたので、大学のhは辞めさせていただいて、民法改正と研究だけ

に専念する生活をすることにいたしましたc

今後、債権法改正の準備の台間を縫って、少しでも研究を発展させた

いと考えております。そういう意味では、今回こういう機会を作ってい

ただいて、ご批判を受けることができるというのは、大変私にとっては

ありがたいことでございますっあらためてお礼を申し上げたいとJ41いま

すコ

ところで、制度的契約用論の中身は、最初にご紹介いただいた lジユ

リスト』の論文に書いたのですが、'kはサハテイカルを取って理論的に

詰める前に、この用論を実践で試す機会を与えられるという辛JAがあり

ました。そのことをちょっとご桁介したいと思います c

私が常日ごろから尊敬しているある高位の方から、自分の友人の弁議

士の事務所で抱えている厄介な事件がある、お日IJに相談したいと子寄って

いるので会って?ってくれなL、かというこ叫依頼がありましたc こういう

裁刊のこ相談はよくあるのですけれども、原則として私はあまりお会い

よることはないのでナ。しかし、このときはほかならぬその尊敬してい

る占からのご依頼でしたので、断ることもできないと考えまして、取り

あえず会って話を聞くことにいたしました。それが松下福祉年令訴訟と

[87J 北法:JD(1-4:;6; 436 



制度的契約百有の情想

いう事什でしたれ

松「側のfI'護一軒の}jからポi牛の話をf司いまして、サパテイカルliijです

のでまだ則前的に詰める前ではあるので Fが、まさにこれは自分が温め

ている制度的契約理論を過)iJできるポ件であると感じました。そこで意

見書の執筆を引き受けたわけですのこの事刊は、集団訴訟が大津地方ぬ

判所と大阪地点裁判所の 2つの裁判所で係属しまして、先行していた大

津地方裁判所の事件が、裁判宵の対応を見る限りどうもうfが悪い、そこ

で意見書が欲しいというご相談でした。

幸い訴訟の進行上、時間的な余裕がありましたので、この稀の意見書

としては珍しく十分な準備期間を停保しまして、社会保障法の学者の意

凡なども弁議士を通じて聴取をし、口分の理論が使えるということを見

定めた hで、意見吉を書いて提同しましたc 白分で言うのも何ですが、

この玄見存はかなりインハクトがあったようでして、提山後裁判所の態

度が一変したと弁謹上の方が言っておられましたc 原告回はホームペー

ジを作っておりまして、そこに私の意見書が併断転載されたこともあり

まして、社会保防法の先生方にも注月していただき、論文にづ|用された

りもしました。

その{麦、サノ、テイカルでアメリカにまいりましたけれども、コ 不)レ

大学にr;j[rr巾に、大津地)j裁判所で松下電器官uの全面勝訴判決が出まし

たっこれが大津J也裁の干成16年12月6日rlJi.尭ですれこの判決は、制度的

契約という百葉はもちろん使っていませんけれども、意見書に沿った内

存の判決でありましたの原告団はl白ちに持訴するとともに、急いで私の

意見書を批判するための治翰な意見書を準備しましたc それを書かれた

のが、以前官、の関係的契約即司令を批判する大前主をお存きになった川角

由和教授でございます。

川角教十乏の志見書は、まさに私がiJt判した伝j統的な契約i:ið~司令の立場

からj布陣を張ったもので、ほぼそのまま r龍谷法学』の38;{主10に掲載

さ:rLてL、ます}

ところで、大津地裁の事件が控訴審に人った段階で松卜電器のいわゆ

るV字Iwl復が別らかになりま F、2002年に松下電誌は、創業以来初めて、

連結決持で40ω億円を超える巨額の赤下を同すのですが、社長がVy回

復を干ると立言して、コストの節約その他、大変な経営努力をいたしま

北法SDU. 43;)) 435 [88J 



講 演

し亡、見事にV字|口|復をして利益をあげ始めたわけですのつまり、午金

の給付率を引き「げた後、相、11の利誌があがっているというわけで、 i度

む松下側弁誕上は持訴審の行方に危機感を?止めました。そこへJ11角教fえ

から有)Jな意見書が出たということで、在、は反論の意見書を吉くことを

強く求められました。

この時 I.~では、私はすでに帰|判をしておりまして多忙を極めていまし

たが、川角意見書を見まよーと、伝統的な法律学から予想される典型的な

議論が大変パワフルになされておりますので、これに対して反論すると

いうことは、制度的契約理論に対するとfWからの予想、される典型的批判

に対する反論をあらかじめやっておくに等しく、それならば白分の耐究

にもつながると以前の執筆を引き受けることにいたしましたc

ちなみに川角教授は、先ほども申しましたように、関係がJ契約理論を

批判する大前丈をお存きになりまして、これは f品大法学」に掲載さ fL

ていま f。そこでは私の淵論を激しく批判されているのですけれども、

私としては、自分の論丈を批判することをリ的にこのような長大な論丈

を書いていただいたことを大変光栄に感じまして、学問卜の見解の違い

は別として、川向先生にんJL-Cは大いに敬意を表しましたう

それもありまして、その後川角先生とは良好な人間闘係を築いており

ますじお互いに敬意を持って、書くときには激しく批判し台うという、

学者としては刷ってもない関係ですっこのたびの川角意見書も、大変力

のこもったものでしたので、きちんと比、接するのが学問的礼儀であろう

とも感じましたれ

そこで、控訴審に第 2 意見書を提出いたしましたc この~2 意見書は、

原告団のホームページには掲載されなかったのではないかと思います。

全部をチ ;1-.'Jクはしておりませんがコ

この怠見書を書いたときには、アメリカでの研究を終えて帰国した後

でしたので、制度的契約理論について十分理論的に根拠{，Jけができると

いう確信を持っておりました。そこで、第 1意見再のときよりも日信を

持って書くことができました。

その後まもなく、大阪地裁の事件で松下電俸は全而勝訴し、判決は、

制度的契約という言葉は使っていませんけれども、やはり意見吉に沿っ

た論理で民間されました}これが平成17年 9月初日のλ阪地裁判決です。
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そして、大津と大阪の両方の集団訴訟の枠訴審判決が、ヰ喜作大阪高設

でII，Jllt:に出ます。これが平成18年11月おけで、松卜の全面勝訴でありま

したれ上合受J唱の巾 L立てがなされましたけれども、最高裁第一小法廷

が、ヰド成19年 5月23Hに不受理の決どをしまして、原告敗訴が昨ノじした

わけです。

大阪高裁判決が出たときに、 「労働法律旬報』 という雑誌でこの判決

についての特集が組まれまして、原件測の方々が許かれた特集でれわ L

とも、川角教授もそこに寄稿されています (C松卜年金契約訴訟大阪l司

裁判決 民法宇の伺点から」労働法律旬報1650せ (201斤年 6月下旬サ)

17 ff)。ただ、そこでの議論はfζ統的な約認論にv.って個別の閃ノJ、が必

要であるといった主張が繰り返されているだけで、特に新しい議論はな

されていないように思います。

さて、松下福祉年余訴訟の難しい法的争点は 2つありました。第 に、

松卜幸之助が作った松卜福祉年金という年金契約において、一律 2%の

給付利率引き下げがなされたわけですが、この引き下げを正、'iイじするに

は、 経の事情変史による契約改訂を自定すふ必要がありますc 般に、

雫情主主更の!阜olJや契約己文言j自体、裁判所にそれを認めさせるのは難しい

わけで fが、とりわけこの事件には次のような難しさがありました。す

なわち、松下柄拘|年金においては、退職者は退職のときに送職余を会社

にE漬けて、そこで年金契約を締結するわけですが、 f同別の契約中位で考

えますと、最近退職したノむについては、年金契約を締結してから給付利

市の 2%引下げを会社が決める時点まで、あまり時間が経過していませ

んでした。つまり、契約締結時と引卜げ時の間にポ情変更があったかと

いうと、必ずしもそうは百えないという事楽でありました。これは山典

的な契約理論、つまり個別の契約単伎でポ情変更のj直川をこ与える限り、

契約改訂を求める側にとっては致命的な弱占だったわけで j一行

第2の難しい争点として、事情変吏の原則lについて、品目裁は、五十

嵐先生をはじめとする学説を受け入れて、肯定的な適用こそとしないも

のの、安件は明らかにしておりますが、その中で、「契約通りの凶行を

強制することが信義則に)えする」という要件が挙げられていま F、

松卜制祉年金事件。)均台、年金の原資となっているお金は退職者の退

職金だけではなく、それにプラスアルファがあるわけですが、しかし、

北法SDu. 43:;) 433 [!)oJ 



講 演

その原資は系金として分別管即され亡はおりませんつ作金基金として妙、

山連川されているわけではなかったのです c いわば松卜電器の 般の財

産と混合した状態でれそうなると、契約通りの履行を強制ずることが

信義則に反するという挨件を具備するためには、従米通りの給付率の年

金を支給L続けたのでは松下本体が傾くという事情が要求されるように

も思われるわけです。

このまま払い続けると、会社が大変なことになる。サフリースの場合

はまさにそういう事情がありまして、最初の契約通り賃料。〕位 HYをし

続けてL、きますと、太子不動産会社がつぶれかねないということが数値

として出ておりました。これに対して、松卜倒祉年金に関しては、松卜

電泌がこの程度の年金の負担でつぶfLるということは、とても考えられ

なかったわけです。そこで事情変更の原則の安件が充足されるのかとい

う問題がありましたに

以トのような離しい争点のうち、第 1の点、つまり事情変史の原則を

個別奨約ごとにi自用すべきなのかどうかという点については、次のよう

に論じましたっすなわち事情変更の原則は、当事者がいヮたん合意した

梨約をとのような要件のもとに改訂、あるいは解除できるかという法理

であるわけですけれども、もともとこの法瑚は、将来の事情変更にどう

対処していくかということを合めて、個別父捗による契約内科の決定が

IIJ能な契約を想定していますっ{問別の交渉の中で将来のリスクについて

の台意がなされ得るということカ円iij提になっている。だからこそ、契約

締結時の当事者の予見ロl能性の有担が要什として入るわけですっ

ところが、制度的契約 般に百えることですが、枯れ、電器の福引年金

契約の場合も、信|別の当事者が契約締結の時点で将来の事情没更につい

てのリスク分配を合意によって行う、というようなことは怨山されてい

ませんつ特定の退職者との関係で、将来のリスクを考慮しであなたの場

合は何パーセントにしましょう、などという交渉はまったく組定されて

いないわけですc つまり、リスクの引き受けがあったかどうかを契約締

結時の当事者の意思を総求することで刊断をするというアフローチが

まったく不適切な契約類型であると言うことができるように思いま仁

したがって、契約条件の改訂の可台とかその要件についても、通常の

契約のように契約締結時の当事者の意思を探るのではなくて、制度的契

]
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が」としての統 的、両 的な性格を考慮して、 定の制度的仕組みの中

で検討する必嬰があるように思われます。

事情が交わったかどうかという判断についても、制別契約ごとに行う

のではなくて、あくまで lつの年金制度として、現在の給付利率が決まっ

たときと比べ亡、前提条1'1が大きく変動したと百えるかどうかという観

点から老えるべきだということになります c

もしこの積の年余契約について何別契約ごとに事情変更の原則を適用

したとしますと、ある年の退職者については、契約締結時から現在まで

の問に長い時間が流れて事情生更があったということで事情党更を認め

る、しかし、日IJの年の退職者にはこれを認めないということですから、

その境弾の部分を児ますと、ある年の退職者には事情変更を認めて給付

利率の引き|、げを認め、翌年の退職者には引き卜げを認めないという結

論が山てくることになります。

これは、個別契約の発想から寸ると当然のことなのですが、年金制度

の運用という観，白から言うと、甚だしい不公平と感じられるわけです。

こういう特質は、まさに制度的契約の視点によって初めて把揖lリ能にな

るのではないかと思いますc

そのトで、今度は契約改訂を白定するための矧論、事情変史による契

約改言Jを裁判所に認めさせるための理論が必要になるわけですが、その

斜論としては、就業胤刷の不利益変史の法却などを参考にして、長期契

約における柔軟性原理の表われとして契約改訂を 11、11化し、そういう趣

旨の規定が、年金規程という約款の中にも反映しているという指摘をし

ました。年金規科には丈d了'通りそれを書いた条文はないのですが、それ

を前提としていると解きれる条主がありました。それに加えて、企業午

金制度という観点から見れば、現役の従業口との不公平さ、あるいは退

職時期の「れによる小公平きといったことに留志する必要があることを

指摘いたしました。実際には、現役従業員が牛み附した利低によって年

余の!良資が補填されていたわけですが、現役の従業員については、松下

電器はその後相祉年金制度を廃止いたしまして、ある時期以降の従業員

については、キャッシコパランスプランという、預けたお金の運用を前

提とした年金制度に切り替えていたのですc これはH本の企業年金制度

改革によって導入された新しいシステムです。
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当初の松下福祉年金は、給付利干が10%で固定され亡おりまし亡、ずっ

と10泌が支給されていました。これは、川目はともかく、その後は、べら

ぼうな給付市であったわけで Fが、それが少しずつ将来に|むかつて段階

的に「げられて、直近の退職者で保か7.5%になっていたと思います。

しかし2002年以降の込職者にはもうこの制度は適用しないということ

になったのです。導人されたキャァシユパランスプランの場合、給付利

半は運用実績を反映して決まるわけで「が、導入時の手IJ半は3.0%でし

た。ですから、現役従業員はどう唄張っても 3.5%なのに、それ灯、日IJの

i!d職者には自分たちが稼いだお令でもって最低でも 7.5%というような

利率で年金を之給するわけです。やはり年金制度である以卜、現役従業

員との利益のパランスを考慮しなければいけないだろうと忠いまナ。

それからまた、退職時期のずれによって、たまたまある時期に退職し

た人は給付利半がガクッと減り、その 1年前の人は高いというのは、勤

労立欲にも影響しま寸ので、これも考慮する必要がある。さらに株主の

利益も考える必要がありますυ

こういった「制度」として考慮を要するファクターを指摘いたしまし

て、最終的には、労働法の就業規則の不利益没更の法理で言われること

を参考に、変更の必要性、変更内容の社会的相当性、変更手続きの合瑚

性、といった要件を満たした場合には柴約改訂は可能であるという議論

をいたしましたれ最後の部分は閥係的契約の法瑚を使ったわけですが、

それを接台させまして、契約改言Jは可能であるという議論をいたしまし

たっ

以上の説明からは、大企業を勝たせ気の毒な退職者を負けさせたとい

うような印象をJ寺たれるかもしれませんが、必ずしもそうではないので

すコ企業年金の給付利率引き山ずが争われているポ件はほかにもあるの

で jーが、松下電，:;の福祉年金訴訟の場合には、先ほど巾しましたように

品1り1)10%の給利率でして、それが徐々に|、 17'られたとはいえ、 7.2>%と

いった水準でした。!早!J:年令基金の運用利半がゼロとかマイナスになっ

ていた時期ですので、 7.2>%以卜が同定的に文始、されるというのはべら

ぼうな半ではありまナ。しかし、問題は、その人たちカ可妻遇されている

ということではなくて、現役の従業員が抱く大きな不公半!惑なのです。

そのバランスを考えるとちょっと高すぎる、そこで 律 2%下げるとい
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うのが松下の決定であったわけですっ私の用論は、預けたお金を最も有

利にJ玉川したときに得られる利率よりも、者|高めの利率を設定いたし

まして(とだは当初の10%はそのような趣旨の数字でした)、それを切り

1"げるような形での引き|、げは訟められないという限どを付けた上で、

それを超えている部分は、およそ運用によっては胎えない部分を会社の

利託でもって補填しているわけですので、この部分は事情変更による改

訂もあり何るという 1).1存のものでしたc

以上が第 1の論点についての私の意見ですが、第 2のすI点も大変Jι介

なものでありました。給付利率を引き卜げないと松 l、本体がつぶれると

いうような事情がないという問題ですc ブミは同樟の年金減額訴訟が、ほ

かにもいくつか提起されていまして、早稲田大学の事件、束尽放送 (T日日)

の事件、りそな銀行の事件、1¥1'1'の事件、港汚労働年金の事件なとが

ありました。このうち土井析出大学訴訟では、今年になってから、東玉江地

裁で平成19年 1月初日に判決が出まして、早稲田大学が敗訴していますし

似たような年金減額訴訟で上手稲出大学が負けた、その判断の決め手に

なったのは何かというと、年金の減税をしないと早稲田大学の財務状泌

が悪化 fるかと v'う点につv'て、被告側は何ら主張立日止をしない、百止拠

を出さない、これが裁判所に大変心証がT、かったようで、この点が重要

な瑚111となって負けております。

早稲田大学というのは、財務体質の強化に大変熱心な在、山大学であり

まして、格付け会社から Aへ+の言ドイ曲を得ている大宇で 90そのj、苧が、

少し年金の支給率を|、げないと経営が傾くなんていうことは、ちょっと

言えないだろうとjiti則きれます。傾くか傾かないか、日止拠を山してみろ

と原告から百われているわけですが、資料を出せば出すほど不利になり

かねないハそこで甲稲川大学が訴訟においてとった戦略は、作金基金と

いうのは実は権利能力なき財団である、半稲田大学本体とは達うんだと

王張L、大学卒休の経営と切り離すというものでした。

しかし、これはいかにもWJ!!!があって認められませんで、結局負けて

しまったわけです。またI¥TT事件は、確定給付企業年金法に基づく年

金規約変更、すなわち減績変史の申請をI¥TTが厚ヰ労働省にしたので

すが、これを)早止労働省が却下しました。日は、!早!J:省はわりあい緩や

北法5D(1-42D)429 [!)4] 



講 演

かに減額君主更を認めていたといわれますが、J¥TTについ亡は却下しま

した。その理由の 1っとして、'lTTが「コと黒寸'で、大変R:1止が上がっ

ているということもあったのだろうと思います。

これに対して NTTが、不叶であるとして行政訴訟(取消訴訟)を提

起したのがこの事什ですが、これにつきましては、先月ですけれども、

東京地裁で平成19年10月19Hに減徹許可申請却卜は 11 吋であるという

NTT敗訴の判決が山ていま 9"

この'['IJ決は、在、はまだ判決文を入手しておりませんけれども、新間報

苛によると、やはり NTTの経営が健全で、黒字が山ているということ

が理由とされているようです。

このように、類似の事件では、本体の経営が聞くというような事情は

ないという).~が重安な論拠となって、減額が認められていないわけですc

しかし、私は松下電俸の事件で、当初から、制度的契約の理論を使え

ば、松ヤ本体の業績が回復し V'['回復を達成したということは給利利平

引き下げを認める障害にはならないと考えていましたしそこで、松下年

金訴訟で制度自J契約糾論の威力を試してみることにしたというわけで

す。どういうふうに論じたかといいますと、次のような議論をいたしま

したc

本f牛の稿判年金制民は、個々の退職者との問のぱらぱらの個別契約が

集積しただけのものではなく、松卜が従業員のために設けている Iつの

制度である。しかも、拠出金の連川に連動させずに企業の利i悶カ込ら年金

給付がなされているということを考えると、福祉作金制度の述常が、企

業の干1Jl.主の分配としての性質を持っている c そこでは、現に利ぷを牛み

山している現役の従業員や、あるいは企業に資本を促供~-Cいる株主と

の関係で、企業の置かれた環境の変化を評何する1J~).':Cが記、製となる。

実際、この松下の事1'1など、ほかの事什もそうですけど、現役従業員

あるいはその労働組台は、あまり原告をム:1乏しないわけですね。白分た

ちは不利な扱いを受けることになっていますので、品、i!d職した人たち

だけ、どうしてそんなに優遇される必安があるかという気持ちを持つわ

けです。

ちなみに、この極の年金給付の事絞的減額を検討した論文を書かれた、

社会保障i去の森戸英幸教授の論丈の中に次のようなことが再かれていま
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すっ「契約当事芦聞の「公平」だけでなく、現役従業員と受給者との「公

平」をも机野に入れるかとうかで結論は変わってくるであろう J (森μ

突辛「企業午金の労働法的考祭 小利益変更を中心に」日本労働法学

会誌104号20頁 (2004年))。

ただ私は、これも大変重要なことですが、 j見野に入れるべきなのは、

現役従業只の山場との関係だけではなくて、株十:との関係も I，'Jじく主製

であろうと思いま宇 利益が山ているということを坦山に、余利動向Jや

厚牛年金基金の運川実績などを無祝していっさい減積をしないという h

針を会社が採りますと、おそらく株主からの責任追及のロl能性もあると

盟、われます。それがいまの現実なのです。この).~で、台意した主事者同

の利害だけを考えていれば泊む通d出の売買契約千賃貸苫契約などとは決

定的に異なる性格を持った契約であるということが言えます。これは、

前丈の巾で官、が外部件と呼んだものです。

では、松卜福祉年金契約における給利利平の事後的な不手IJ訴変更を正

汁化する事情の変化とはとういうものかというと、やはり第 1に、企業

年金を取り巻く経済的、社会的環境の激変を挙げるべきであろうとjιい

ますc 会社の経営が{附くかどうか、利益が減っているかとうかというこ

と、それも窓l味はあるので 4ーが、それよりもむしろ、企業年金を取り巻

く経消的、社会的環境の激変というのが重要であるように思いますU

松卜電器は従来の福祉年金を廃止してキャッシユノミランスプランを t#

入しましたけれとも、そこに現れているように、いわゆる H木版401K

という企業ttl碓定拠山午金制度が導入されたことに児られる企業午金を

めぐる制度的な環境の大きな変化、その背後にある連川利回りの低|¥

そしてその巾での、本1'1福祉年金制度の持つ志l床の'変化、こういった事

情が給付利率の引き卜げを 11、11化するポ悼と百うべきであろうと思われ

るわけで 90

そういう~~~境の激変が牛じた中で、松 l、が2002年に巨額な赤'了'を計卜

したことは、松下電訟のような優良企業においてすら、!Ii場競引のグロー

パル化の中で、企業体質の大IIJr'trな改iiiをj自られたことを物語る象徴的な

事A天ではあるけれども、それ以上のものではない、申なるエピソ ドで

しかないと論じました。

したがって、その後松下の収益が経営努力によって1"1復したとしても、
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それは現役従業員に対する福祉作金制度の廃止や給付利干の大幅な引き

卜げといったことを含む、企業年金制度の抜本的な改革、 R:1正体質の構

造的な改#といったものを経て'fミ現された収益であって、それらの改+

の中で過去の退職者に対してのみ、従IJIJの、今となっては異常としかい

いようのない高い給付利ヰを維持することは、 ej(車{をの現役従業員との

公平をg:だしく吾すると論じたわけです。

松下の功、字が単年度にとどまったこと、また松下電.~~は多数の海外拠

点を持って多額の資本を1St卜していること、そういった事実を挙げて、

不利益法更の必要はないという議論が!且件からなされましたc 川角先生

の意見書もそういう議論をしておられますc

しかし、海外に投資するお令があるのなら年余給付に1"1-，べきである、

というのは、単純なデイープポケット論であって、法的な議論、ヰトに H

本の企業年余制度全体の中での本件福祉年金制度の{止問{すけと L、う制度

論百Jな干見点を踏まえた法的な則論とは言えないように 141われま 9c

概E丹、以上のような議論を展開いたしましたU もっとも以ょの議論は、

どの点をとヮても条文や判例治す根拠になっておりませんで、もっぱら白

分の理論を展開したものですυ この種の、条文に松拠のない議論で裁判

官を説得寸るというのは、訴訟においては非常に凶味なことで 9cそこ

で、この，白については次のような議論をいたしましたし

すなわち、本件のような特殊な契約における契約条件の変更をどうい

う嬰件の卜で認めるべきかという問訟に、直接答えを出す法規とか法理

論は存在しないれこのような、 l白按適用すべき法原則が明Y:fじされてい

ない場合に使われる手法は、アナロジーの手法である c 長期間存続する

契約において柔軟性がどのような要1'1で肯定きれるか、という点につい

ての法原理をアナロジーによって解釈学的に構成し、それをi直川すると

いう千法を用いるべきで、こういう子法は大陸法の国々が新たな法原月

を発展させる|絡にJIJいてきた、典型的な法解釈学の手法である、と論じ

ました。

そして、そのアナロジーの対象として、相祉年金契約というのは、私

的企業年金契約ではありますけれども、市Ij民魁旨としては法定の企業年

金制度と明らかに共通の性質を持っておりますので、この法定の企業年

余制度で使われてL、る仕組み、さらに、松下の福祉年金契約は正確には
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就業規則ではないのですけれども、しかし就業規則の不利益法更につい

て労働法で体 ，'rされている法理、こういったものからのアナロジーに

よって、契約改訂が口j能であるという議論をしたわけです J

以上のような議論だけをご紹介しますと、大企業の肩だけ持っている

ような印象を与えるのを恐れるのですが、官、の志見書の巾では、最も有

利にJ玉川して得られるだろうと思われる利率よりも者|高い利率を設定

して、それよりも給付利半を引き下げることは法的に正当化できず許さ

れないということを論じました。この部分は、事前の開jJ、と個別の意，巴

だけを重視する!阜件の立論よりもi!d職者にとって有利ではないかと私は

考えています。このような意見書に基づく被告の-nRが結果的に裁 1'1)官

を説1~-9 ることに成功して、全而勝訴ということになりました。判決は

制度的契約という言葉を使ってはおりませんが、論理は意見者に沿った

形で民間されたのです。

判決を論じた労働法の先生方も、判決にはこの立見書の影響が見られ

ると畜いておられますU こうして、理論を論丈で展開する前に、実務で

使えることが百止は月できた、ここまで言っていレ効、どうか分かりませんが、

もしそう古うことが汗されるなら、そういう珍しい例かもしれません。

ただ、以卜のご紹介からも明らかなように、音、見書では関係自力契約と

いう側面も強調しつつ、契約改言Jを主張しておりますじそうすると関係的

契約と制度的契約の関係を坤論的に詰めるということも説題となりますれ

この，I，':Cを、長初にご紹介いただいたl泊11法務から出た木の中の論文で

論じましたの)ムくいえば、制度的契約論が、契約法を対象とずる法学、

これは民法だけではなくて契約法にかかわる凶法、経済法、民11干続法

なとも関連すると思いますが、このような広い志l床での契約I士宇にどう

いうインパケトを持っかという問題につながります。

jーでに諭丈の巾でも示唆いたしましたように、関係的契約と山典的契

約、そして制度的契約と取引的契約という 2つの座標軸を引くことに

よって、 IJ!'五のさまざまな契約を理論的に1il:iR:付け、特徴を把握するこ

とが可能になります。レジ L メの|ヌ|の中にいろんな契約を人れておりま

よが、{止聞はあまり肢密な窓味はありません。どうしてこちらの方が上

なのかとか、右なのかと百われでも、あまり理由はなく、だいたい 4つ

の象限のとこに入るのかという、その程度の亘、味ですが、いずれにせよ、
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そういうf立置付けが口j能になるということごす。

これを見ますと、従米の民法が典型的に想定した契約というのは、古

典的かっ取引的契約で fから、全体の巾ではごく一部でしかないという

ことが分かります。また、介護契約のように、 lIE米、+十会保障上の「措置」

として提供されていた給付が契約に間き換わった場合、「契約」になった

ということがFいぶん強調されるわけです。しかし、契約としての性格

をいかに強調しようと、制度的契約としての特質を消 LLることはでき

ないということが百えるように思いますc したがって、契約書に書き込

まれていなくても、当然に妥当する法理とか、当然要訂される規制がイT

在するは Fだということを、説得的にがし得るのではないかと思います。

同じことは労働契約にも言えまして、労働契約法が今国会で成立する

ようですが、労働契約法ができて、労働契約が個人T義的に変容する、

あるいは変詳し作るということが認められたとしても、それが集団的な

契約として締結される|担りは、制度的契約としての性質はなくならない

であろうと恩われますu こうして制度的契約の視，白を入れることは、過

度に私法的に純化されたイメージで契約をとらえようとする民併化論と

か規制緩荊|論によJして、契約イじというものが何をもたらすのかを正しく

示すという役割を来たしうるように以いまれさらに、契約という概念

は、意思主義的な契約1概念が成立して以降、あらゆる人間関係、あるい

は組織|人jの関係、国家間関係を矧解する道具として伎われてきたわけで

すが、そういう場面に、契約はともすれば過度に単純化されて111いられ

ており、特に経済守ての契約即司令のようにフィクション併の強い」甲諭モデ

ルとして使われるということもあります。しかし、制度的契約という机

点を入れることによって、もう少しきめ細かな分析が口j能になるように

思います。

ジュリスト論丈の最後に、社会契約説のことをちょっと存いたのです

けれども、政治理論としての什会契約諭で使われている契約というのが、

民法の契約とずいぶん呉貸であるということが私は品から気になってお

りました。↓"1為、を樹すした原始メンバーはともかくとして、その後の参

加苫は!原始規約に完全に附合するか、あるいは国家の庇記長を受けられな

い存在となるかの選択しかないです。これは最も極端な附台契約であっ

て、こんなものを契約とげんでいいのかという疑問を抱いておりました、
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それを契約法苧者がだれも表立つて議論しないことも、非常に小思議に

1¥'&じておりました。

しかし、制度的契約概念を導入することによって、最初の社会契非力の

締結段附で、後の世代の利託を代表し得るようにするための内容的、手

続的な要引が~されるのだということを正当化できると思いますし、し

たがって、その要件を満たさない牡会契約論は、政治理論としての 11統

院をJすっとは言えないということが弓えるように思います。そこまで

百っていいのかどうか分かりませんが、契約法の凱/:cからは、そういう

ふうに感じられますし

さて、ジコリスト論主は、民営化の分析から始まります。契約を活用

する氏'ぷ化は、吉田克己先牛の科耐の青葉を併川するならば、まさに法

学諸分野のクロスロ ドであると思いま f、さらに、経i訴え予や経営学と

も交錯する吉宮城です。法学の中ではとりわけ行政法と民法のクロスロー

下であると思います。

もっともこの組1.，](は、行政法からは椛んに進同が試みられているので

すが、民法からの関心は、これまではあまり高いものではなかったよう

に以います。ただ、ごく最近山村良 先生が、占出克己先生とかなり近

い問題意識の論丈を書いておられまして(育村良 「民法学から見た公

法と私法の交錯・協働」立命館法鼎::512号 (2007年))、少しずつ関心が

高まってきているのかなと思いますコ

すでに報むにプLてられるべき十分な時間カ対手過しているのに、余談に

山ち入って申し訳ありませんが、最近の行政法学の仲畏にはH覚ましい

ものがあるように私は思いま F。多方而で活発な議論が展開されていて、

憲法との関係は従米から所按でしたけれども、現存は行政学との交流も

ありますし、私法や基健法との交錯領域も活発に議論され亡いますの

これに対して民法はというと、北大のクロスロードプロジェクトは例

外的であって、全般的には、知的関心は品ながらの領域での理論の精紋

化に向かっているように目、われます。私がh汁究左主治をスタートした頃の

民法学は必ずしもそうではなかったのですが、)J!杭については、そうい

う印象を受けます。 しかし、閉じた体系の中で解釈論の精綴化を目指す

というのは、今問の発展にとっては必ずしも歓迎すべきことではないよ
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うに思いますっ最近の若い民法学者は、素晴らしい知性を持っている人

たちがいるにもかかわらず、歴史とか科学とか他の学問分野との学際領

土戎にあまり関 L、を lî'た F に、|司じた件、系の中でのJ~司令の楠f致 fLにもっぱ

ら関心が向かっているように私には見えまして、ちょっと残念な気がい

たします。

それと比べて行政法はまことにi/i気に満ちているという感じがいたし

ますc そういう活気をもたらした坦山は、外国、特にドイツでの行政法

理論の展開の影響が大きいと思いますが、ド|内では塩野光牛とか大橋先

!J:などの功績が大きいように思いますc私が取り組んだ領域についても、

行政契約百古として、あるいはドイ、ノ行政法学の影響を受けた公私協働論

といったテーマで、車、法とのうと錨領域として盛んに議論がなされていま

す(山本隆司「公私協働の法構造」金チ宏先牛市締祝賀 r公法学の法と

政策(下)1 (有斐問、 2000年)所収などlc

私などがまったく独立に問問意識を温めて、そのあとで塩野先生のお

書きになったものを読むと、 1'1だもうすでにここに書かれているじゃな

いかというような感じで、大変近い問題意識を感じます。行政法学がそ

のように活況を出しているさまというのは、制lえば行政契約について喜

かれている教科書、体系書の記述が、改訂されたときにどう変わるかと

いうのを見ても感じ取ることができますυ 民法の救科書、体系書が己主言j

きれるというのは、通常新しいわJ例を加えるとか、あるいは法改正を反

映させるといったことが多いのですが、行政法の場合には、その説明の

枠組み白体が動きつつあることを感じさせるような改訂がありま「。

こういうふうに大変日況を呈している行政法学ですが、しかし行政法

学のアプローチが十分有用であることを認めた上で、なお、制度的契約

として私が叫えた問題については、行政法学のアブローチだけでは l分

ではないと感じま仁 privalizationにおける契約の活用の場而に対して

行政法学からアプローチしますと、純粋の氏聞の主体l叶土の私的契約に

公法原理が拡張することをどう正当化するか、という!己介な問題を抱え

込むことになります。このような拡張は、行政法学の飢).~からは、本末

は法律がないとできないはずではないかと思います。在、はまったくの門

外渓ですが、オットー・マイヤーの Venvaltu日gsaktという概念以来、

行政法学では私人による公行政の遂行を、授権とか委任でもって説明し

]
 

-i
 

[
 

北法:JD(1-422; 422 



制度的契約百有の情想

てきているように思いますっあるいはまた、角松先生の CI民間化」の

法律学」という論文がありますけれども(角松ヰ史 cr民同イヒ」の法律

学 丙ドイツ Privatisicrun反論を素材として」国家102巻11・12号ω頁

以卜 (1989年)。また、 IliJr行政ポ務事業の民営化J r行政法の争点(第

:31ほ)j 68頁も参照。)、この角松市市主が紹介しているガルヴアスという

学者の保証人的地位論、これも行政法で最近よく出てくる百葉ですが、

この保祉人的地位論も、最終的にはやはり法律の恨拠を前従としている

ように忠われます。つまり、やはり行政法規範の拡張ということは、行

政tとからも注リされているけれとも、その根拠は?っぱり法律がないと

Aも明できないのではないかということですc

ところが、 privaLizationの比較研究や暦史的な研究をしますと、固に

よって、また時代によって、公的サービスの提供の形態が極めて多桜で

あるということが分かります。行政法から出発すると、ある国では国家

の行政作用として行われている事業が、 f也の同では当初から民間の事業

であるといった、世界の多様なよ見象を把握し得る理論を提供できないよ

うに!よ[いますっ

したがって、やはり提供されるザーピスの特質から説明する万が、よ

り射程のJよい淵論になるのではないかというのが私の考えで 4一。あとで

原田さんから完膚なきまでに批判されることと思いますが、今のところ

はそう中 L上げておきたいと IJ.~ ¥.， 1ますれ

あと、行政法分野の理論として、ドイツ述主11行政手続法のe7:11にも給

めてしきりに議論され、また日本にも紹介されております公私協働論と

いうのは、制度的契約の問題意識に非常に近い面を持っていますc しか

し、これを論じた岸本太樹きんが最近お書きになった l自治研究」に掲

載された論文(山本大樹「公的{千務の共1，'1遂行(公私|窃働)と行政上の

契約 ドイツ連邦行政子絞法第川部「公法契約」規定の改正論議におけ

る協働契約論(1)-(1'五)J 白治附究81;fu3、Ii、 12号、 82%1 

4ま (21川5-2006年1) で、詳しくドイツの議論が紹介されていますが、

この論文を見る限り、公私1高働諭で典型的に~8定されているのは、私の

用語で言う、民問委託契約型の契約であるように思います。

また、アメリカで議論されている行政法悦範の契約への拡張も、そこ

でもっぱら扱われているのはこの民問委託契約型のタイプです。しかし、
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民常化に契約が使われる場町は、民問委託契約型のほかに、受益者に対

するサービスけ体が契約を通してなされるというものもありまして、論

丈の中では提供契約創設型とか、提供主体の民常化などと呼んでおりま

すコ

受益有に対するサーピス提供が契約を用いてなされる場合と、民問委

託契約型の場台の契約とでは、契約の性質がFいぶん異なります c 公的

サービスが契約を通じて提供される場而を主要な対象とする制度的契約

前は、その意味で公私協働諭にはl吸収されないのではないかと思いますc

公的サービスが契約を通して提供される場而をも射程に入れていると

忠われる議論として、大橋洋ーさんの次のような文京があります。「行

政契約や協定がこれまで消極伺されてきた理問の一つは、行政法の分野

ではとド等取扱いが安請され、制度の概飢可能性が重抗されるのに対して、

契約に基づく例別の制反形成は、全体として制度の何別化、附)'，化を進

めすぎるのではないか、その結果、当事者の:岳立に契約内容の形成を委

ねる危険性があるのではないのか、という，凸にあったしJ (大橋洋一「制

度変革期における行政法の理論と体系」公法附先日号89ft(2003咋))。

この危i倶にんlして大橋教授は、協定や契約のひな型の用意といった一仁

犬を提唱しておられるので 4ーが、確かに介護契約などではひな叩Iが使わ

れているようですυ しかし、ここに見られる契約の理解そのものが実は

狭いのではないかというのが、車、の問題提起ですれそもそも公契約とし

ての行政契約に対して肯典的契約である民事契約を対置するという一分

法肉体が、時代に制約きれた発想であるように巴いま十。

52後に、後でコメントをいただくという大変光栄な予どが納まれてお

ります原川大樹さんがご告書で扱っ亡おられる白土規制論(原川大樹i向

T.規制の公法学的研究J (有斐閣、 2007年))は、非常に机野の広い理論

であると思いまナっ制度的契約が問題としている場而と重なる部分があ

ります。

もちろん、行政法からのアプローチですので、自主「規制」という言

葉からが峻されるように、胤市IJには当然目標が7制定されているわけで、

ut:::のために規制があるというスタンスが取られている点では制度的契

約論と党怨は遣うのですが、ただ、ある lつの現象に契約という角度か

ら止を当てるのと、その契約を通して達成しようとしている行政上のリ
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制度的契約百有の情想

原から光を当亡るのとは、お互いに補い合って分析を深めることができ

るように思います。

そう L寸志l床で、こ刊若干与は大変興味深く拝読させていただきましたし、

この内面からの研究によって、今後、理論的な交流がなされ議論が発展

することを、私としては大法期待をしているところでございます。

士三い報告になってしまいましたけれど、 比、以上で私からのブレゼ〆

テーンヨンを寺島えさせていただきますcどうもあり治まとうニマざいました、

(拍手)

コメン卜 1

民法学から見た制度的契約論

池田清治

1 はじめに

それではコメントさせてv'ただきま 4一。 最初に言い択になってしまう

のですが、実は今日の内田先生のレジュメを比て、「しまった」と思い

ました。私のレンユメの目出、部分の '1 はじめに」というところを見

ると分かりますように、内田先生は制度的契約論について 2つ論丈をお

書きになっていらっしゃいます。第 lはジュリストに掲載された 't寸出
化と契約」というご論稿で(内田此「民営化 (privatization)と契約(1)

~ (6・完) 制度的契約司令の試みJ (ジユリスト 1305号118頁、 L泊日

号70頁、 1307号132頁、 1308号90頁、 1309号46頁、 1311号142頁)。以卜

では「第 1論丈」という)、第 2は「制度的契約と関係的契約」という

ご論稿です(内田氏「制度的契約と関係的契約 企業年金契約を素

材として J (新堂幸司=内川貴編 i継続的契約と商事法務J (商事

法務、 2日何年) 1 ft以卜所収)。以 l、では「第 2論文」という)。もちろ

ん、 2っとも勉強させていただいたので fが、本円の研究会の参考主献

としては、第 l論文しか挙げられていなかったものですから、こちらを

巾心にご報苛いただけるものと誤解し、レジコメにも書きましたように、

第 2論文にふれるのは最小限にとどめることにしてしまいました(後で

何ったところ、参考丈献については報持者が指定したわけではなかった

北法SDU -41り)419 [104] 




