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一部無効の本質と射程（一）

序章

第一款

第一節

修 也

北法66（4・1）935

説
論

近時の学説による新たな視角からの検討

一部無効における契約修正という側面と当事者の意思の位置づけ



第二款
本稿の目的・分析の視角
─フランス法─

第三款
本稿の問題意識

第二節
第一款
検討の対象・分析の視角

フランス法における一部無効論の理論的な対立

第二款

フランス法における一部無効の本質と当事者の意思の意義
日本法への示唆

第一章
結章

問題の所在

第二章

序章

（１）

（以上、本号）

近時の契約法において、「契約の修正」といわれる問題領域が意識されるようになってきている。もっとも、「契約の

修正」と呼ばれる現象には、多様なものがあることに留意しなければならない。たとえば、契約の修正が、裁判官によっ

（２）

てなされる場合もあれば、当事者によってなされる場合もある。前者の例としては不当な条項の一部無効、代金減額や

事情変更による契約改訂などが、後者の例としてはスライド条項や再交渉条項などが挙げられよう。

本稿の主たる関心は、とりわけ裁判官によって明文の規定なくしてなされる契約の修正が、どのような場合に、いか

なる原理に基づいてなされるかを考察することにある。つまり、裁判官により契約の修正がなされる場合には、当事者

間で当初意図されていた契約内容とは必ずしも一致しない契約が当事者に押しつけられるという側面を有する。
しかし、

北法66（4・2）936

一部無効の本質と射程（１）

（３）

そうであれば、裁判官による契約の修正は、私的自治の原則との関係でどのように位置づけられるか、いかにして正当

化されるかという疑問が生じてこよう。本稿の大きな目的は、この問いに答えることを試みることにある。もっとも、

裁判官による契約の修正においては、そのために用いられる制度も多様に存在し、また、一見して近代契約法の大原則
（４）

である私的自治の原則に反するようにみえることからも明らかであるように、多くの契約法上の問題が複雑に絡み合っ

ている。そこで、本稿は、裁判官による契約の修正の正当性を明らかにするための一作業として、その中心的手段のひ

とつである一部無効という制度を取り上げる。もっとも、一部無効という制度を単に取り出して検討したところで問題

の解決には至らないであろう。以上の基礎的な問題の解決に寄与するためには、それに適した明確な分析視角をもって

取り組む必要がある。では、どのような分析視角により検討すべきか。その準備作業として、まず、一部無効論に関す
（５）

る日本の議論を概観し、そこではどのような問題が生じているかを指摘する（第一節。なお、日本の一部無効に関する

判例の検討については結章にて行う。）。次いで、本稿がどのような視角からこの問題を検討するかを述べることとする
（第二節）。

第一節 一部無効による契約の修正とその問題点

（６）（７）（８）

公序良俗違反、強行法規違反、錯誤等の無効事由が契約の一部のみにかかわる場合、どのように解決されるべきか。

これについて、日本民法は明文の一般規定を置いていないが、学説上は、一部無効の問題として扱われることが多い。

第一款 一部無効の判断基準としての二つの要因

北法66（4・3）937

では、具体的な事案において、無効事由の存する当該一部のみの無効にとどまるか、法律行為全体が無効となるかは、

どのような基準により判断されるか。その帰趨について明文の規定がある場合にはそれによるが、規定がない場合に問
（９）

題が生ずる。現在の学説は、一部無効の判断基準について、次の二つの要因を挙げるものが多い。すなわち、当事者の

法秩序自体の観点とその雑多性
（

（1 （1 （

意思、および法秩序自体の観点である。より具体的に、通説がいわんとしていることを検討していこう。

一
我妻榮博士の見解

（1

⑴

（1

（

（1

一部無効の問題をこのように説明するのであるが、これを「条理による解釈と一部無効」という表題のもとで論じてお

することが当事者の目的に明らかに反する場合にだけ、全部を無効とすべきものであると考える」
とした。我妻博士は、

（

な部分を法律の規定・慣習・条理などによって補充して合理的な内容に改造し、しかる後に、この合理的な内容を強制

る理論をとるときには、右の態度〔個人意思絶対の理論による態度〕は、あまりにも偏狭である。むしろ、まず、無効

個人間の私法関係を妥当に規律しようとする制度だと考え、その内容は、表示の有する客観的な、合理的な意義だとす

る（同法一三九条）。しかし、法律行為は、法律が、個人の意思を─重要な、しかしあくまでも一つの─要素として、

たであろうと認められる場合の外は、原則として、全部を無効とすべきこととなるであろう。ドイツ民法はそう規定す

おいて空虚となるから、個人意思絶対の理論によるときは、当事者がこの無効な部分を除いてもなおこの法律行為をし

効となるか」として非常に広い問題提起をする。そして、「一部が無効なときにも、法律行為の内容は、無効な部分に

我妻博士は、「法律行為の一部が、不能・不法・反社会性その他の理由によって無効なときは、法律行為の全部が無

現在の通説の基礎にあると評されるのは、我妻榮博士の見解であった。

（1

説
論

北法66（4・4）938

一部無効の本質と射程（１）

（ （

（ （

その後、一部無効論として論じられる事案やこれまでの学説を分析し、無効の範囲を画定するにあたって、当事者の

⑵ 奥田昌道教授の見解

いくことになる。

しかし、このような、一部無効を法律行為の解釈の問題と捉える主張が、一部無効の理論として学説の支持を集めて

合にだけ」全部無効となるというが、これがどのような場合かについては不明であるといわざるをえない。

事案に妥当しうるものとして主張していたものであろう。もっとも、我妻博士は、
「当事者の目的に明らかに反する場

の冒頭で、契約の一部が「不能・不法・反社会性その他の理由によって無効なとき」としていることから、非常に広い

さて、我妻博士の見解がどのような事案を念頭に置いていたかは具体例が挙げられていないため明らかでないが、そ

ば、我妻博士は、一部無効の問題と契約（法律行為）の解釈の問題とを同一視していたように思われる。

り、さらに、法律行為の解釈を、法律問題であり、当事者の内心の意思の探究ではないと解している。これらに鑑みれ

（1

（ （

意思が考慮される場合と法秩序自体の観点から判断される場合とがあることが学説により指摘されることになる。この

（1

ことを、判例をもとに指摘したのが、奥田昌道教授であった。

奥田教授は、一部無効を、次のように説明する。「一般に、一部無効か全部無効かの問題は、法律行為ないし当事者

意思の解釈の問題とされている。……しかし、一部無効か全部無効かの問題は、当事者の意思解釈によつて決すべき場

合に限定されない」。そして、奥田教授は、契約の一部に無効事由が存するときに課される無効の範囲が一部無効か全

部無効かを決定する基準について、「（ａ）法秩序自体の観点から、あるいは、法的評価によつて、一部無効か全部無効

かが決せられる場合（無効部分が法律行為の主要部分か否か、他の部分と密接な関係があるかどうか、付随的な部分に

北法66（4・5）939

（1

（ （

（

序自体の観点からする法的評価と（ｂ）当事者の意思解釈の問題とがかなり接近していることが窺える。しかし、実は、

奥田教授は、これらが接近するとしながらも、具体的な判例や裁判例を検討する部分において、
（ａ）法秩序自体の観

点からする法的評価の問題として解決されるとする一部無効の事案のうち、一定の事案については、
（ｂ）当事者の意
思の問題とはいえないと解しているものと考えられる。

すなわち、奥田教授は、（ａ）法秩序自体の観点からする法的評価の問題とする事案のうち、たとえば、①著しく高

（ （

利な約定利息の無効およびその範囲が問題とされた裁判例、②価格統制法規に反してなされた超過価格での売買契約が

の範囲内での代金請求を有効とした。）を挙げる。

一八日民集一〇巻五号五三二頁（いずれも、当時施行の法令所定の最高価格を超過した約定部分を無効とし、統制価格

した。
）を挙げる。②の事案として、最判昭和二九年八月二四日民集八巻八号一五三四頁、および最判昭和三一年五月

割の消費貸借契約につき、その利息の合意のうち、月一割五分を超過する部分にかぎり公序良俗に違反し無効であると

によるべきものであるとした。）、および札幌高判昭和二七年五月二一日高民五巻五号一九四頁（元金五万円、利息月三

利息を、異常に高利であって暴利の契約であるため公序良俗に反し無効であるとし、商法の規定によって年六分の割合

事案を確認するならば、①の事案として、大阪地判昭和二五年一一月一〇日下民一巻一一号一七九四頁（月一割五分の

問題とされた判例については、（ｂ）当事者の意思の効果の問題になりうる事案であったと明示しなかった。具体的な

（1
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（

ある……。ただ、法的評価にあたつて、（ａ）は、当事者意思を問題とせずに、形式的・抽象的に残部の有効・無効を

二つの場合に区別しながらも、「……一部無効とするか全部無効とするかは、すべて、広義では『法的評価』の問題で

すぎないか等）と、（ｂ）当事者意思の効果としての一部無効、の二場合に分けられる」とした。もっとも、これらの

（1

判断する場合であり、（ｂ）は、当事者の『意思』のモメントを重視する場合だ」という。この言説からは、
（ａ）法秩

（1

説
論

一部無効の本質と射程（１）

これらの事案は、他の事案とは切り離されて、その意義が考えられうるものであったように思われる。しかしながら、

（ａ）法秩序自体の観点からする法的評価の問題が「無効部分が法律行為の主要部分か否か、他の部分と密接な関係が

あるかどうか、付随的な部分にすぎないか等」と例示されていることからも明らかであるように、この問題として念頭
（

（

に置かれていた事案は、通常は、前記事案で問題となった強行法規または公序良俗の違反という要素が問題とならない

ものである。そして、（ａ）法秩序自体の観点において、当事者の意思解釈の問題となりうる要素（無効部分が法律行

為の主要部分か否か、他の部分と密接な関係があるかどうか、付随的な部分にすぎないか）と、強行法規または公序良

俗の違反という要素とが明確に分けられることなくまとめられ、両者の一部無効論における位置づけは不明瞭なものと

なっていた。また、当時、法律行為の解釈の問題を、当事者の内心の意思の探究ではなく、表示の有する客観的かつ合

理的な意義を明らかにする法律問題であるとした我妻博士の見解の影響もあり、その後の学説の多くは、事案を区別す

ることなく、「一部無効の問題は当事者の意思解釈の問題である」としてしまったように思われる。

このことを確認するためにも、最後に、現在の学説の多くが、一部無効につきどのような説明をし、そして、いかな

通説による一部無効論の広範な射程

る事案を念頭に置いているかをみていこう。

二

（

（

現在の学説の多くは、あるいは一部無効を当事者の意思解釈の問題であるとし、あるいは一部無効とは何であるかに

つき明確に述べはしないが当事者の意思を基準として一部無効という効果がありうるとする。

（2

（ （

すなわち、学説のなかには、一部無効が、法律行為の解釈上、認められうるものであるとするものがある。なぜなら、
（2

法律行為の効力をできるだけ維持すべきことがたてまえだからである、または、法律行為を欲した当事者の意思に合致
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（2

（

の意思が考慮されることを認める学説もある。この学説は、無効な部分を合理的な内容に修正して、法律行為の効力を

（ （

認める場合があるとする。そして、全部無効と一部無効のいずれを原則と考えるかにより表現は異なるが、当事者がそ

（

（

当事者の意思に反するような場合や法秩序自体の理念に反するような場合には、法律行為の全部を無効とすべきだとす

れを望むであろうと認められるときにはその修正された法律行為を有効とすべきだとするものや、これを認めることが

（2

たとえば、川井健博士は、このような一部無効の判例として、錯誤に基づき一部無効を認めた事案のほか、強行法規

の違反に基づき一部無効を認めた事案を挙げる。前者の事案としては、①最判昭和五四年九月六日民集三三巻五号六三

〇頁（手形の裏書人が金額一五〇〇万円の手形を一五〇万円の手形と誤信して手形債務を負担する意思のもとに裏書き

をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に、その手形のうち一五〇万円を超える部分についてのみ償還義務の

履行を拒否できるとした。）を、後者の事案としては、②最判平成六年四月二二日民集四八巻三号九四四頁（有料職業

紹介における手数料契約の手数料のうち、職業安定法の定める最高額を超える部分のみが無効とされた。）
、③最判平成

九年一〇月三一日民集五一巻九号四〇〇四頁（信用保証協会と金融機関との間の信用保証に関する約定中の旧債振替禁
（

（

止条項に違反して金融機関が貸付金の一部を既存の債権回収に充てた場合には、当該違反部分についてのみ保証債務消

受任者が代理権を越えて契約を締結した場合について争われた事案である④東京控判大正五年一二月二八日新聞一二六

滅の効果が生ずるとした。）を挙げる。また、林良平博士は、全部無効または一部無効を認めた判例や裁判例として、

（2
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（

（ （

（2

また、一部無効とは何であるかにつき、それがどのような問題かを明確に述べることなく、その判断にあたり当事者

するからであるという。

（2

そして、多様な事案が、これらの説明のもとで挙げられていた。

るものがある。

（2

説
論

一部無効の本質と射程（１）

二号二〇頁（約款の賃料の支払いに関する部分が代理権の範囲を越えていたとして無効とした後、無効とされた一部を

除いた部分だけでは契約を締結しなかったものと認められる場合には、契約の一部の無効が契約全部の無効をもたらす
（

（

と判示し、本件事案のもとでは契約全部が無効となるとした。）や、法令所定の最高価格を超えた代金による農地の売

（

（ （

当事者の意思に反する場合には全部無効を認めるかのような記述がされている。第二に、ある契約の一部が無効である

いても、当事者の意思が残部の契約のみであっても欲したことを理由に一部無効を認める、または残部の契約のみでは

これらの学説をみると、第一に、無効事由による区別をせずに、たとえ強行法規または公序良俗に違反した場合にお

並べられている。

（

いては契約全部の無効を来たすものと解する」とした。）のような複数の契約が問題となっていると捉えられる事案も

受領とを、「密接に関連して互いに不可分の関係にあるものと認められるから、契約の一部たる稼業契約の無効は、ひ

がＡに酌婦稼業をさせる対価としてＸから消費貸借名義で前借金を受領した事案において、Ａの酌婦稼業とＹの金員の

されないまま、⑥最判昭和三〇年一〇月七日民集九巻一一号一六一六頁（いわゆる芸娼妓契約の無効の問題である。Ｙ

そのほか、学説では、一部無効の問題として、条項といった契約の一部に無効事由が存する場合との関係が明らかに

買契約に関する⑤前掲最判昭和二九年八月二四日など、多様な事案を列挙する。

（2

事案と契約の個数が問題となりうる事案との間の差異が問題とされずにこれらが並置されている。このように、多くの

（3

学説は、無効の範囲に関するあらゆる問題を、法律行為の解釈の問題として、または当事者の意思を基軸に捉えられう
る問題として考えていたのであった。
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（2

説
論

的に承認し、そこに見出される変容した契約規範に依って、契約障害への対処を図るという発想が、いくつかの場面で、

（１）たとえば、森田修教授は、
「契約締結後の当事者間の関係の中で、契約規範そのものが継続的に形成されていくことを端

萌芽的であれ、近時出現してきている」とし、この問題領域を「契約修正」の問題領域であるという（森田修「売買代金

減額制度と明治民法典（一） ─梅の果断と躊躇─」法協一二六巻二号（二〇〇九年）一頁、特に七頁以下。）。そして、
「契

約の修正」に関する法制度のカタログとして、①合意による契約の修正、②契約の目的論的解釈・契約規範の加圧形成、

③給付確定、④スライド条項・再交渉条項、⑤催告解除、⑥追完、⑦受領、⑧指図、⑨代金減額、⑩事情変更による契約

改訂を挙げている（森田修「合意による契約の修正（一） ─契約改訂における意思自律─」法協一二八巻一二号（二〇一

ところで、
「契約の修正」と呼びうるものには、これらを超える多様なものが考えられる。たとえば、契約締結時に違法

一年）一頁、特に二頁。
）
。

性等の無効事由が存する場合に、契約が適正化されて当事者に課されるとき、これを、当事者に課される契約が当初意図

した内容ではないという意味で、
「契約の修正」と呼ぶことができよう。そこで本稿は、「契約の修正」という語を、より

広く「当事者が当初意図した内容とは異なる契約が当事者に課されること」という意味で用いている。もっとも、一部無

効のように契約締結時に違法性等の無効事由が存する場合に契約を適正化する場面と、契約締結後に当初当事者が想定し

ていなかった事情が生じた場合に契約を修正する場面とでは、考慮されるべき要素等に相違があってしかるべきであり、

両者では問題の性質を異にする可能性があろう。本稿は、これらをまとめて「契約の修正」と呼ぶが、以上の点に留意し
ながら検討を進めることとしたい。

（２）ここでは、契約修正が裁判官によりなされるか当事者によりなされるかで区別し諸制度のいくつかを列挙したが、一部

無効は、一般に、契約締結時に無効事由が存在する事案を念頭に置くものであり、本稿注（１）で指摘したように、契約
締結後の事情を考慮してなされる契約修正の諸制度とは性質を異にする可能性がある。

随的契約条項の全部無効、一部無効または合法解釈について」同『不当条項規制と自己責任・契約正義』（有斐閣、一九九

（３）詳細は後述するが、一部無効が課される場合にこのような側面があることを指摘するものとして、たとえば、山本豊「附

七年）一〇五頁以下（以下、山本（豊）
『不当条項規制』と引用する。
）、山本敬三「一部無効の判断構造（一）（二・未完）

─契約における法律効果確定過程の構造化に向けて─」法学論叢一二七巻四号（一九九〇年）一頁、
同六号（一九九〇年）
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一部無効の本質と射程（１）

一頁（以下、それぞれ、山本（敬）
「一部無効（一）
（二）
」と引用する。
）、近藤雄大「単一契約における一部無効の判断方

法」同志社法学六〇巻七号（二〇〇九年）五三九頁（以下、近藤「一部無効の判断方法」と引用する。）
、 大 村 敦 志『 基 本

民法Ⅰ（第三版）
』
（有斐閣、二〇〇七年）八五頁、四宮和夫・能見善久『民法総則（第八版）
』（弘文堂、二〇一〇年）二
八二頁（以下、四宮＝能見『民法総則』と引用する。
）がある。
大村敦志『契約法から消費者法へ』
（東京大学出版、一九九九年）五三頁以下がある。

（４）契約の内容規制をもたらす諸制度を横断的に検討するものは少ないが、このような視点からの分析として、たとえば、

（５）本稿においては、
「一部無効」と「一部無効論」という二つの用語を異なる内容を指すものとして区別して用いているこ

とがあるため、ここで整理しておきたい。
「一部無効」は、本稿が分析の対象とするフランス法の検討を通じてこれから明

らかにしていく「一部無効の本質」から導かれる理論のことを指している。これに対して「一部無効論」は、本稿が示す

一部無効の本質からは一部無効の問題とはいうべきでないが、日本（およびフランス）の裁判例や学説の多くが一部無効

ただし、以上のような意図に基づいて、たとえば本稿の表題などでは区別してこれらの語を用いてはいるものの、文脈

の問題となりうるものとして挙げる事案をもとに構築されている理論のことを指している。

によっては、一部無効の本質からは一部無効の問題とはいいえない事案をも含めた理論ではあるがこれを「一部無効論」

と称すると不自然な文になる場合がある。その場合には「一部無効論」ではなく「一部無効」という用語を使用している
ことを、あらかじめお断りしておきたい。

第一に、ある契約の一部につき無効事由が存在することそれ自体を一部無効と呼ぶことがある。第二に、ある契約の一部

（６）学説において「一部無効」という語が用いられるとき、それが意味する場面については、次の二つがあるとされている。

につき無効事由が存在する場合に、当該契約全体ではなく、当該契約の一部のみが無効となることを一部無効と呼ぶこと

がある（この点を指摘するものとして、たとえば、伊藤進『法律行為・時効論』（信山社、一九九四年）一三三頁がある。
）。

本稿が「一部無効」として指す場面は、
特別の断りがない限り、
後者の「ある契約の一部につき無効事由が存在する場合に、
当該契約全体ではなく、当該契約の一部のみが無効となること」である。

前掲注（３）
「一部無効（一）
（二）
」
、近藤・前掲注（３）
「一部無効の判断方法」五三九頁のほか、たとえば、石外克喜「一

（７）一部無効論に関する論稿として、前掲注（３）で挙げた山本（豊）
・前掲注（３）
『不当条項規制』一〇五頁、山本（敬）
・
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部無効に関する一考察」民商法雑誌四九巻六号（一九六四年）一二頁、中舎寛樹「錯誤における一部無効

─裁判例の検

─高額な反

討─」三重大学法経論叢一〇巻（一九九二年）八一頁（以下、中舎「錯誤における一部無効」と引用する。）、平野裕之「一

部無効」椿寿男編『法律行為無効の研究』
（日本評論社、二〇〇一年）一八五頁、原田昌和「一部無効の論理

対給付の縮減に関するドイツ法の最近の展開─」甲南法学四二巻三・四号（二〇〇二年）一九七頁（以下、原田「一部無

効の論理」と引用する。
）
、熊谷芝青「法律行為の分割可能性」高知短期大学社会科学論集八三号（二〇〇二年）五九頁、

同「法律行為の単一性」高知短期大学社会科学論集八四号（二〇〇三年）八七頁、同「一部無効」ＮＢＬ八〇二号（二〇

〇五年）五八頁、同「一部無効法律行為と当事者意思」駒澤法曹一号（二〇〇五年）一三頁、平田健治「一部無効」阪大

法学五四巻二号（二〇〇四年）一頁、岩田真紀子「一部無効論の機能と限界」法学研究論集三四号（二〇一一年）二六九

学説の整理については、山本（敬）
・前掲注（３）
「一部無効（一）（二）」が詳しい。後述するように、本稿は、これま

頁がある。

での学説とは異なる視座から一部無効論を捉えることを試みる。そのため、日本の一部無効論に関する学説の議論状況と

その分析については、現在の学説の議論における問題点を洗い出すことを中心に行っており、これまでの学説の議論に関
する詳細は上記論稿を参照されたい。

（８）民法（債権関係）改正検討委員会による民法（債権関係）改正の基本方針のなかで、
契約の一部につき公序良俗違反があっ

た場合を念頭に、次のとおり一部無効に関する一般規定が提案された（民法（債権法）改正検討委員会編『債権法改正の

第四節無効および取消し〉

基本方針』別冊ＮＢＬ一二六号（二〇〇九年）六八頁）
。
〈第一編総則 第五章総則

】
（法律行為の条項の一部無効）
【 1.5.47
法律行為に含まれる特定の条項の一部が無効となる場合、その部分のみが無効となる。ただし、以下の各号に該当する
場合には、当該条項はすべて無効となる。
〈ア〉法令に特別の定めがあるとき

〈イ〉当該条項の性質から他の部分の効力を維持することが相当ではないと認められるとき
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〈ウ〉当該条項が約款の一部となっているとき（法令に特別の定めがある場合を除く）

〈エ〉当該条項が消費者契約の一部となっているとき（法令に特別の定めがある場合を除く）

】
（無効な条項の補充）
【 1.5.48
法律行為の一部が無効とされ、その部分を補充する必要があるときは、当事者が当該部分の無効を知っていれば行った

であろう内容により、それが明らかでないときは、まず慣習により、慣習がないときは任意規定により、これらによるこ
とができない場合には、信義誠実の原則に従って、無効となった部分を補充する。

】
（法律行為の一部無効）
【 1.5.49
法律行為の一部が無効とされるときでも、法律行為の他の部分の効力は妨げられない。ただし、一部が無効であるとす

れば、当事者がそのような法律行為をしなかったであろうと合理的に考えられるときは、法律行為全部が無効となる。

】
（複数の法律行為の無効）
【 1.5.50
複数の法律行為の間に密接な関連性がある場合において、一の法律行為が無効となり、当該法律行為が無効であるとす

れば、当事者がこれと密接に関連する他の法律行為をしなかったであろうと合理的に考えられるときは、他の法律行為も
無効である。

なお、その後、民法（債権関係）の改正に関する中間試案においても、一部無効に関する条文を置くことが提案されて

いたが、民法（債権関係）部会第七六回会議において一部無効に関する多くの問題点が指摘された（中間試案の内容やそ

の問題点については本文で扱う。
）
。そして、平成二六年八月二六日に開催された民法（債権関係）部会第九六回会議にお

いて民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案が決定されたが、そこでは、民法で一律に規定をすることが実態に適合す

るか疑問であり、コンセンサスを形成することが困難であることを理由に、一部無効に関する規定を置かないこととなっ

た（ 法 務 省「 民 法（ 債 権 関 係 ） の 改 正 に 関 す る 要 綱 仮 案 の 原 案（ そ の １） 補 足 説 明 」 五 頁（ http://www.moj.go.jp/
二〇一五年七月二一日最終閲覧）
、法務省「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」（ http://
content/000124058.pdf,

二〇一五年七月二一日最終閲覧）を参照。）
。このことは、平成二七年三月三一日に
www.moj.go.jp/content/001127038.pdf,
国会に提出された「民法の一部を改正する法律案」においても同様である（法務省「民法の一部を改正する法律案」
（ http://

北法66（4・13）947

不二雄編『注釈民法（４）総則（４）
』
（有斐閣、一九六七年）二三二頁以下〔奥田昌道〕
（以下、於保『注釈民法（４）
』

二〇一五年七月二一日最終閲覧）を参照。
）。
www.moj.go.jp/content/001142181.pdf,
『民法総則』二八二頁、伊藤・前掲注（６）
『法律行為・時効論』一三四頁、於保
（９）たとえば、四宮 能
= 見・前掲注（３）

新・条文にない民法』（日本評論社、二〇一〇年）八〇

と引用する。
）
、遠藤浩・水本浩『民法総則（改訂版）
』
（青林書院、一九九三年）二〇三頁（以下、遠藤＝水本『民法総則』
と引用する。
）
、椿久美子「一部無効」椿寿夫・中舎寛樹編『解説

）を参照されたい。

ただし、四宮＝能見・前掲注（３）
『民法総則』二八二頁は、一部無効の判断過程を構造化しており、当事者の意思と法

頁。
秩序自体の観点とを並置していない。この点については、後述する本稿注（

（ ）我妻榮『新訂民法総則（民法講義Ⅰ）
』
（岩波書店、一九六五年）二五七頁（以下、我妻『新訂民法総則』と引用する。
）
。

26

表示主義的な意思解釈を唱える見解とがあった。たとえば、中島玉吉博士は、当事者の意思が一部の有効をよしとするか

解釈の問題であるとするものである。もっとも、ここでいう意思解釈については、意思主義的な意思解釈を唱える見解と、

その後にまず主張されるのが、全部無効か一部無効かいずれかを原則とするのではなく、これはもっぱら当事者の意思

なくなっていく。

も有効とするときには、この意思が尊重されなければならないという。しかしながら、このような主張は、その後みられ

則とする理由である法律行為の内容の不可分性は当事者の意思を根拠とするものであるから、当事者の意思が一部のみで

者の意思解釈上、その内容が可分であれば、契約の一部のみを有効とすることが認められるとされていた。全部無効を原

であり、その一部のみを有効なものとすることは当事者の意思に反するということを挙げる。もっとも、例外的に、当事

年合本）三八九頁（ただし、鳩山秀夫博士の旧説である。
）など。
）
。その理由として、法律行為の内容は原則として不可分

章『民法原論第一巻總論』
（有斐閣、一九二二年合本）五四一頁、鳩山秀夫『法律行為乃至時効』
（巌松堂書店、一九二二

なるというものであった（岡松参太郎『註釋民法理由上巻（訂正一二版）
』（有斐閣書房、一八九九年）二六五頁、富井政

現行民法制定当初に主張されていたのは、契約の一部に無効事由が存在したとしても、原則として契約の全部が無効と

（ ）もっとも、一部無効に関する議論は、我妻博士の見解の前よりなされていた。

（ ）たとえば、この点を指摘する論稿として、熊谷・前掲注（７）
「一部無効法律行為と当事者意思」一四頁。

12 11 10
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（

明らかではない場合には、この点について両当事者の意思に食い違いがあるとして全部無効とする（中島玉吉『民法釋義

巻之一』
（金刺芳流堂・武田芳進堂、一九一一年）六六一頁。
）
。これに対して、鳩山秀夫博士は、当事者の合理的意思によ

り判断するほかないとする（鳩山秀夫『日本民法總論下巻』
（岩波書店、一九二三年）四八七頁。
）。鳩山博士にみられるこ

の意思解釈における表示主義的傾向は、以下、本文でみる、一部無効の問題を「条理による解釈」の問題として捉える我

）ドイツ民法典一三九条は、次のように規定する（同条の訳にあたっては、鹿野菜穂子「ドイツ民法典における法律行為

妻博士に通ずるものがある（この点を指摘するものとして、山本（敬）・前掲注（３）
「一部無効（一）」二三頁。）。

の一部無効」石部雅亮編『ドイツ民法典の編纂と法学』
（九州大学出版会、
一九九九年）三一九頁、
特に三四二頁を参照した。
）
。

ドイツ民法典一三九条「法律行為の一部が無効である場合において、その無効な部分を欠いていてもそれが行われてい
たであろうと認められないときには、法律行為全体を無効とする。
」

）を参照されたい。

なお、日本の一部無効論が対象としうるとする事案との関係でいうと、同条の位置づけについて留意しなければならな
）
『新訂民法総則』二五八頁。

い点があることが、学説により指摘されている。この点については後述の本稿注（
（ ）我妻・前掲注（

37

（ ）於保・前掲注（９）
『注釈民法（４）
』二三二頁〔奥田昌道〕
。

一九六五年）四一六頁。
）
。

（ ）以下で検討する奥田昌道教授の見解より前に、
川島武宜博士がこのことを指摘していた（川島武宜『民法総則』
（有斐閣、

10

なお、於保不二雄・奥田昌道編『新版注釈民法（４）総則（４）
』
（有斐閣、二〇一五年）
〔奥田昌道・平田健治〕四〇四

頁以下は、一部無効には多様な事案があることを意識し、一部無効に関する事案には、①複数の契約のうちの一方が無効

である場合、②契約の合意の中心的部分が無効とされる場合、③契約の合意の付随的部分が無効とされる場合、の三つが

あると指摘する。そして、近時の日本の学説の議論状況を整理し、判例や裁判例を上記類型に応じて列挙し、「個々の類型

で作用する要因の構造化が最も重要な課題である」という。このような一部無効が問題となりうる事案を類型化して考察

する傾向は、近時の学説にみられるものである。類型化をする学説については、序章第一節第三款を参照されたい。

北法66（4・15）949
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（ ）於保・前掲注（９）
『注釈民法（４）
』二三二頁〔奥田昌道〕
。

）については（フ
clause pénale

［筆者注：民法典旧一一五二条は、現行法のもとでは一一五二条第一項として存続している。
］

ができる。
」

フランス民法典旧一二三一条「本来の債務の一部分が履行されている場合には、裁判官は、予定賠償額を修正すること

いる場合には、他方当事者に対して、その額より高い額または低い額を与えることはできない。
」

フランス民法典旧一一五二条「合意が、それを履行しない当事者が損害賠償として一定の額を支払うべきことを定めて

債務不履行が債務の一部につき生じている場合に裁判官の修正可能性を認めていたのであった。

すなわち、フランス民法典旧一一五二条は、次のように規定して違約金条項の有効性を認め、例外的に、旧一二三一条が、

一〇年）一九二頁がある。
）
。

条項規制の展開」山口経済学雑誌四五巻二号（一九九六年）八一頁、大澤彩『不当条項規制の構造と展開』
（有斐閣、二〇

損害賠償額の予定とその規制（四）
」法協一〇二巻一〇号（一九八五年）一頁、三間地光宏「フランスにおける濫用的契約

九七九年）八八頁、同「過怠約款と裁判官による賠償額の改訂」判タ三八三号（一九七九年）三一頁、能見善久「違約金・

の違約金条項に関する日本の論稿として、たとえば、野村豊弘「フランスにおける最近の民法改正」日仏法学一〇号（一

二条に第二項が追加され、裁判官による同条項の修正可能性が認められていることに留意しなければならない（フランス

s.、フランス民法典一一五
et P.Jourdain, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, 3e éd., LGDJ, 2011, nos 229 et）
二条および一二三一条を修正する一九七五年七月九日の法律によって、それまで違約金条項の有効性を定めていた一一五

の定義、違約金条項と損害賠償額の予定に関する条項との理論的な違いや用語の用いられ方等については、参照、 G.Viney

ランスでは、威嚇的な（

）効果を目的とする違約金条項と、損害賠償額の予定に関する条項とを区別すべき
comminatoire
ことを指摘する見解もあるが、今日では一般に、
「違約金条項」という名称は両条項を指すものとされている。違約金条項

フランス法の知見をもとに日本の一部無効論の再考を試みる。フランス法上、違約金条項（

（ ）そのほか、民法九〇条に違反する損害賠償額の予定が問題とされた判例も挙げる。もっとも、後述するように、本稿は、

（ ）於保・前掲注（９）
『注釈民法（４）
』二三二頁〔奥田昌道〕
。

19 18 17
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一九七五年七月九日の法律制定前にも、学説や裁判例において、当事者により定められた違約金条項を裁判官が増減し

うるかが問題とされていたところ、
同法律は次のように、
民法典一一五二条に第二項を付け加え、また一二三一条を改正し、
契約一般について違約金条項に関する裁判官の修正可能性を認めた。

フランス民法典一一五二条第二項「しかしながら、合意された賠償額が明らかに過大であるか、僅少である場合には、

フランス民法典一二三一条「債務が一部履行された場合には、裁判官は、職権で、一部履行が債権者に得せしめた利益

裁判官は、職権で、その額を減額または増額することができる。これに反するすべての条項は、書かれざるものとみなす。」

の割合に応じて、合意された賠償額を減額することができる。ただし、一一五二条の適用を妨げない。これに反するすべ

）
」という文言は、一九八五年一〇月一一日の法律により加えられたも
même’
d office

ての条項は、書かれざるものとみなす。
」
［筆者注：これらの条文の「職権で（
のである。
］

このような裁判官の修正可能性が認められている違約金条項の規制は、実際に生じた損害をも考慮してなされる（能見・

前記「違約金・損害賠償額の予定とその規制（四）
」七六頁以下。
）
、つまり、契約締結後の事情を考慮してなされるのであ

り、事情変更に基づく契約の修正と接近しよう。それゆえに、これが一部無効とどのような関係にあるかという問題は、

フランスにおける一部無効の本質とは何かを明らかにした後で解明すべきものであると考える。そして日本法上の損害賠

償額の予定に関する条項および違約金条項についても、これらを踏まえて不当性の内実や救済手段との関係等を分析する

効かが決せられる場合があるという指摘をした際の例示である。

（ ）この旨の学説として、甲斐道太郎・乾昭三・椿寿夫編『新民法概説（１）〔総則・物権〕
（第四版第二刷（補訂））
』（有斐

閣双書、二〇〇六年）一三四頁（以下、甲斐＝乾＝椿『新民法概説（１）
』と引用する。）、川井健『民法概論１民法総則（第

四版）
』
（有斐閣、二〇〇八年）二七四頁（以下、川井『民法概論１』と引用する。）、平野裕之『民法総則（第三版）
』（日
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必要があり、この問題は今後の検討課題としたい。

（ ）この例示は、於保・前掲注（９）
『注釈民法（４）
』二三二頁〔奥田昌道〕が、
（ａ）法的評価によって全部無効か一部無
20

21

ただし、平野裕之教授は、類型的考察のなかで、
「制裁」や「抑止」という語を用いており、あらゆる場面で、「当事者

本評論社、二〇一一年）一三五頁（以下、平野『民法総則』と引用する。
）。

が無効原因の存する一部がなくても当該法律行為をしたであろう」か否かを判断基準として無効の範囲が画定されるとは

考えていない。このことは、平野・前掲注（７）
「一部無効」一八五頁をみると明らかであろう。もっとも、類型的考察に

）
『新民法概説（１）
』一三五頁。

おける指摘と、一部無効の問題を当事者の意思解釈の問題であるとする理論との関係は明らかにされていない（平野・前
記『民法総則』一三六頁。
）
。
（ ）甲斐＝乾＝椿・前掲注（
）
『民法概論１』二七四頁。

21

下、林『注釈判例民法（

）
『新訂民法総則』二

）民法総則』（青林書院、一九九四年）五二九頁（以

）
』と引用する。
）は、我妻博士の見解を引用しており（我妻・前掲注（

１ａ

10

五八頁を引用する。
）
、一部無効の問題を法律行為の解釈の問題であると考えていた可能性もあろうが、詳細は不明である。

１ａ

めらいがあるのかはわからない。たとえば、
林良平『注釈判例民法（

）一部無効の問題を法律行為の解釈の問題とすることを当然の前提としているのか、またはこのように表現することにた

21

（ ）近江幸治『民法講義Ⅰ民法総則（第六版補訂）
』
（成文堂、
二〇一二年）三一六頁（以下、
近江『民法講義Ⅰ』と引用する。
）。

（

（ ）川井・前掲注（

24 23 22

）
『注釈判例民法（

）
』五二九頁。

このうち、四宮＝能見・前掲注（３）
『民法総則』二八二頁、林・前掲注（

）
『注釈判例民法（

）
』五二九頁は、残余

１ａ

部無効」八二頁、林・前掲注（

１ａ

明確に述べていない学説においても、この観点が考慮されないという趣旨ではなく、あるいは当事者の意思を考慮してな

関係にあるか否かが判断されるとしている。それゆえ、法秩序自体の観点から無効の範囲が判断されることがあることを

一部無効を課すことが当事者の意思に反するか否かの判断の前段階において、無効とされる部分が残余の部分と不可分の

うことも可能であろう。また、四宮＝能見・前掲注（３）
『民法総則』二八二頁は、一部無効の判断過程を構造化しており、

（椿・前掲注（９）
「一部無効」八二頁。
）で判断されるものであることからすれば、これを当事者の意思の問題であるとい

て挙げる。ただし、法秩序自体の観点とは、
「無効部分が、契約の重要部分か否か、他の部分と密接な関係があるかどうか」

部分または合理的に修正された内容を強制することが当事者の意思に明確に反する場合のみを、全部無効となる理由とし

24

24

（ ）四宮＝能見・前掲注（３）
『民法総則』二八二頁、遠藤＝水本・前掲注（９）
『民法総則』二〇三頁、椿・前掲注（９）
「一
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される無効の範囲の判断とは判断の段階が異なるものとして捉えられるものであるとされ、あるいは当事者の意思の問題

）
『民法概論１』二七四頁。なお、前掲最判平成九年一〇月三一日では信用保証契約における旧債振替

であると考えられている可能性もあろう。
（ ）川井・前掲注（

）
『民法概論１』二七四頁は、同判決につき

禁止条項の違反が問題となっているが、同条項は、信用保証協会法に基づく信用保証制度の趣旨等に鑑みて置かれたもの
である。この点から、川井博士は、強行法規違反の一事例（川井・前掲注（
）
『注釈判例民法（

）
』五二九頁。

）椿・前掲注（９）
「一部無効」八四頁、近江・前掲注（

）
『民法講義Ⅰ』三一六頁。

「約定中に一部法令違反があった」と表現する。
）として同判決を引用しているものと思われる。

21

）も参照。
）
。そして、
この例として前掲最判昭和三〇年一〇月七日（いわゆる芸娼妓契約の無効の問題）

第二款 一部無効における契約修正という側面と当事者の意思の位置づけ

を挙げており、異なる判断過程に位置づけられるものと考えている。

づける（本稿注（

余の部分とが不可分の関係にあるか否かの判断を、一部無効を課すことが当事者の意思に反するか否かの判断の前に位置

）ただし、四宮＝能見・前掲注（３）
『民法総則』二五三頁は、無効の範囲の判断過程を構造化し、無効とされる部分と残

25

（ ）林・前掲注（
（

１ａ

ように解決されるべきか。この問題につき、学説上、一部無効には当事者により当初意図されていなかった契約を強制

によれば全部無効が望まれる一方で、違反された規定の趣旨によれば一部無効が課されるべきだと解される場合、どの

分析するが、はたしてそれらは、具体的な場面において解決の指針となっていたであろうか。たとえば、当事者の意思

以上でみたように、現在の学説は、一部無効の問題には当事者の意思と法秩序自体の観点という二つの要因があると

（

21

24
26

するという側面があることが指摘されている（一）。そして、この側面を強調して、当事者の意思に決定的な役割を担

北法66（4・19）953

27

30 29 28

わせるべしとする見解が登場する（二）。しかしながら、あらゆる場面において当事者の意思に決定的役割が与えられ

一部無効と契約の修正

るならば、不都合が生じうるように思われる（三）。以下、このことを順に説明していこう。

一

（ （

まず、一部無効の原理的問題として、一部無効を認めることは、当事者に対して当初意図していなかった内容の契約

（

（

たとえば、山本敬三教授は、「一部無効問題は、これらの無効規範の背景にある諸目的・諸原理・諸価値と私的自治

を強制すること、それゆえ一部無効は裁判官による契約の修正という側面を有することが、学説上、指摘されている。

（3

なく、当該条項が無効とされるならば、それは、当事者が当初意図していたものではないとも考えられる。したがって、

図したものは達成されうるとも考えられる。しかし、当事者が意図していたのはもとの契約全体であってその一部では

の一部のみを無効とした場合、とりわけそれが付随的な部分にかかわる条項であれば、残部を有効としても当事者が意

れるかということの検討が必要であるという。他方で、契約の側からの要請も考慮する必要がある。つまり、ある契約

る場合に、それが契約に及ぼす影響は、抵触する無効規範の背景にある諸目的、諸原理、および諸価値から何が要請さ

部分が問題だと判断されるかにより決められなければならない。このように、ある契約の一部にのみ無効事由がかかわ

ばならない。後者の場合には、当該場合において公序良俗の内実が何であり、それに照らして問題とされる条項のどの

から容易に無効の範囲が導かれる場合もあるが、究極的には当該強行法規の趣旨および目的に照らして決められなけれ

公序良俗に反し無効であるとされる場合もある。一部の無効が契約に及ぼす影響は、前者の場合には、明示された要件

効事由がかかわる場合に、その無効事由は多様である。たとえば、強行法規に反し無効であるとされる場合もあれば、

の原則を支えるそれとを視野に入れて初めて解決が可能になる」と指摘する。すなわち、一方で、ある特定の条項に無

（3
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一部無効の本質と射程（１）

（

（

これが私的自治の背景にある考え方とどう調和するかが問題とされる必要があるという。

二 当事者の意思に決定的な役割を担わせる見解

以上のような一部無効が孕む問題に対して、当事者に当初意図されていなかった契約が強制されることの正当性は私

的自治の原則に求められるべきであり、当事者の意思に主位的地位を与えるべきであるとする見解がある。このような

主張は、通説が一部無効の問題を当事者の意思解釈の問題であるとしていたことに鑑みれば、
自然な流れであろう。もっ

とも、
ここでいう当事者の意思は、我妻博士が主張していた法律行為の解釈において想定されていた当事者の意思とは、
その中身を異にする。

たとえば、熊谷芝青教授は、一方で、「まず無効な部分を法律の規定・慣習・条理などによって補充して合理的な内

容に改造し、しかる後に、この合理的な内容を強制することが当事者の目的に明らかに反する場合にだけ、全部を無効

とすべきであると考えるべきである」とする我妻博士の見解およびそれに同調する学説につき、
「ここには当事者意思
（

（

を尊重する姿勢は認められず、逆に、『近代法の想定する合理的な個人の自由なるものは、現実の関係においては、強

力なる者の利己的恣意に帰着』する、という私的自治への不信感が基礎にある」とする。他方で、一部無効の一般規定

とされるドイツ民法典一三九条に関するドイツの学説の議論を分析し、現在のドイツの通説においては、①合理的意思

による処理は当事者意思を無視し私的自治の原則との関係で疑問がもたれていること、②一部のみを無効として契約を

維持することは当事者が行為時に本来望んだものではなく、それゆえ当事者を拘束する根拠は当事者の意思に求めざる
（ （

をえないこと、ただし、③残部行為を実行することを望むという当事者間の合意は実際には存在せず、私的自治の原則

に従うならば、当事者の仮定的意思に根拠が求められるとされていることを指摘する。そして、日本においても、「一
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（3

（3

（3

部無効法律行為の帰趨が、戦後のドイツにおけるように、私的自治の観点から捉えなおされ、当事者意思に主位的地位
（

（3 （

が与えられるようになるのはいつのことになろうか」とし、日本法の議論が私的自治を尊重する態度とは反対であるこ
（3

（

（

当事者が無効事由の存する一部を除いた残余の部分だけでは契約を締結しなかったであろう場合には、全部無効を認

また、民法（債権関係）の改正に関する中間試案（以下、単に「中間試案」という。
）も、当事者の意思を基準とし、

とに疑問を抱く。

（3

法律行為の一部無効

（

（3

（

（4

拘束されることが不当であることに鑑みて、契約全体の無効になるという。

法律行為をしなかったと認められる場合には、私的自治の原則を重視し、本来であればすることのなかった法律行為に

効力は維持されるのが原則であるという。そして、例外的に、当該一部が無効であることを知っていれば当事者がその

（

中間試案の考え方は、次のように説明される。まず、当事者によりなされた行為に過度に介入しないように、残部の

（

（注）このような規定を設けないという考え方がある。

無効とするものとする。

当該一部が無効であることを知っていれば当事者がその法律行為をしなかったと認められる場合には、その法律行為は

法律行為の一部が無効となる場合であっても、法律行為のその余の部分の効力は妨げられないものとする。ただし、

中間試案第五、一

める。中間試案は、次のように規定する。

（3
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一部無効の本質と射程（１）

三

当事者の意思に決定的な役割を担わせる見解に対する批判

このように、一部無効には当事者が当初意図していなかった契約を強制されるという側面があることに対しては、私

的自治の原則という観点から、一部無効か全部無効かの基準を当事者の意思に求めることによりこれを正当化しようと

する見解が存在する。しかし、当事者の意思に決定的な役割を担わせることに対し、学説のなかには、第一に、本来で

あればすることのなかった法律行為に拘束されることの回避という趣旨が当事者の意思を基準とすることにより達成し

（

（

うるのかという点で、第二に、当事者の意思に決定的な役割を担わせることにより不都合が生じる場合があると考えら
れる点で、疑問を呈するものがあった。

まず、第一の点についてであるが、これは、
「当事者の意思」の中身の問題と関連する。熊谷教授の見解においても、

中間試案においても、そこでは、当事者の仮定的意思が問題とされる。しかしながら、当事者は、通常、当該一部が無

効であることを想定していない。当事者が意図していたのは無効事由が存在する契約であり、これについての現実の意

思があったといえる。それゆえ、本来の意味での、つまり契約の解釈の問題としての仮定的意思を語る前提を欠いてい

るといえる。また、ここでいう「当事者」とは、当事者双方を指すのか、一方当事者を指すのかという問題もある。中

間試案の補足説明によれば、ここで問題とされる当事者とは、当事者双方のことを指すという。しかし、そうすると、

当事者双方がその法律行為をしなかったことが認められる場合にのみ全部無効が認められることとなり、全部無効とな

る場面がかなり限定的なものとなる。また、仮定的意思が問題とされるため、一方当事者が現に全部無効とされること

を拒んだにもかかわらず全部無効を認める場合がありうることになるが、そうすると、当事者の意思に決定的な役割を

担わせることで本来であればすることのなかった法律行為に拘束されることを回避しようという趣旨が貫徹されないで

あろう。これに対し、基準となる当事者の意思を一方当事者の意思でよいとすれば、全部無効となる場面は非常に広く
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（4

（

（

なる。一般に、一部無効と判断され残部の契約に当事者が拘束されるとするならば、当事者の一方に有利に、他方に不

れた範囲を超えて、競業を避止する特約や債務者の責任を制限する条項が問題となる場合である。このような事例にお

の一条項が部分的に強行法規等の無効規範に抵触する場合を例に考えてみよう。たとえば、強行法規等で量的に許容さ

無効を認めうることになる。しかしながら、常に当事者の意思に決定的な役割を担わせてよいだろうか。ここで、契約

とえ問題となっている無効規範からは一部無効が望ましいとされる場合であっても、当事者の意思を基準に契約の全部

ようになろう。すなわち、契約の一部に存する無効事由による要請を考慮して契約の残部への影響を判断した後に、た

れるという側面を強調し当事者の意思を基準に解決をするのであれば、無効の範囲を決定するための判断過程は、次の

続いて、第二の点に移ろう。私的自治の原則による解決をする、つまり当初意図していなかった残部の契約に拘束さ

はない契約に拘束されることの不当性から全部無効を認めるという趣旨に合わなくなる。

ての意思として客観化することも考えられる。しかし、当事者の意思を客観化するならば、当事者が当初望んだもので

解決に至るかどうかという疑問が生ずる。また、ここでいう当事者の意思を、主観的な意思ではなく、合理的な人にとっ

実際に紛争となる場面においては双方に利害の対立があることが予想されるため、このような基準によって適切な紛争

利に働くことが多く、残部の契約に拘束されるならば一方の当事者にとっては契約を締結しなかった可能性があろう。

（4

（

（4 （4 （

いて、学説では、無効規範と抵触する部分のみが無効となり当該条項そのものは存続するとするものと、当該条項その
（4

（4

（

（

（4

該条項の全部を無効とすべしとするかにあった。しかし、この問題を学説が論ずるとき、通常、当該条項がどの範囲

（

当該条項を部分的に無効とすべしとするか、あるいは不当な条項の予防および条項作成者への制裁という点を挙げ、当

（

かぎり尊重されなければならないという点や、無効規範に抵触しない範囲で約定された場合との均衡という点を挙げ、

ものが無効となるとするものとが対 立 す る。つまり、学説の対立は、あるいは当事者により締結された契約はできる

（4

（4
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一部無効の本質と射程（１）

（

（

で無効となるかという問題を超えて、当該条項の無効が契約全体に影響を及ぼすかという点が問題とされることはな

かった。では、なぜ、当該条項がどの範囲で無効となるかという問題を超えて、契約の全部無効がもたらされうるかが
問題とならないのか。

ここでまず、契約の一部無効が当事者にとって当初意図されていなかった契約を強制するという側面を強調した場合、

どのような結論に至るかを考えてみよう。この側面を強調するのであれば、当該条項の一部あるいは全部が無効となる

とした後で、当事者の意思により契約全体が無効となりうることとなる。このとき、たとえば当該条項がない契約であ

れば当該契約を望まない条項作成者にとっては、当該契約の全部無効を主張したうえで、当該契約と同様の契約を他の

当事者と締結することを望むであろう。なぜなら、条項の不当性が実際に争われない可能性があることを考えれば、条

項作成者にとってその方が利益になるからである。契約全体の無効が認められるとしても問題がないと考えられるかも

しれないが、問題とされる公序良俗の内実が弱者保護に関係する場合や、継続的契約において全部無効とされては一方

の生活に重大な影響を及ぼす場合などにおいては、そうはいかない。たとえば、山本豊教授は、消費者保護が問題とな

る場合においては、当該条項のうちの一部が無効となるか当該条項そのものが無効となるかという問題と、契約の全体

の無効がもたらされるかという問題とは、消費者にとっての利益状況を異にするという。つまり、消費者にとって条項

（ （

そのものの無効は利益となるが、契約全体の無効は利益とならない。このように条項そのものの無効と契約全体の無効

利益状況が優先されるべしと考えているからであろう。このように一部無効が問題となる領域のなかには、議論の前提

部無効の問題を論じなかったのは、消費者保護が問題とされるときには、当該無効規範の趣旨に鑑みて、消費者の側の

とでは消費者の利益にとって方向を逆にするため、これらを同列に論じるべきではないとする。山本豊教授が契約の全

（4

として、当事者の意思が優先されない領域が存在しうるのであり、当事者の意思に決定的な役割を担わせるならば、当
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（4

該無効規範からの要請と当事者の意思との関係が明らかにされなければならない。
（ （

これまで述べてきたことをまとめておこう。通説のように、一部無効の問題には当事者の意思と法秩序自体の観点と

ど、明らかにされなければならない点が数多く残されている。

は無効規範の要請等の他の考慮要素とどのような関係にあるのか、いかなる場合にいかなる要素が考慮されるべきかな

当なのかという疑問が生じよう。一部無効論においては、当事者の意思がどのような役割を有するのか、当事者の意思

なる領域は広く、あらゆる場面において無効規範からの要請に対し当事者の意思が優越すると解することがはたして妥

第一に、当事者の意思とは何かを考えるとそれが基準となりうるものなのかという疑問が、第二に、一部無効が問題と

決定的な役割を担わせる旨の主張がされたのは、当然の流れであったように思われる。しかし、この主張に対しては、

一部無効を当事者の意思解釈の問題であるとする通説の捉え方からすれば、私的自治の原則を強調し、当事者の意思に

当初意図されていなかった内容の契約を押しつけるという側面を有することが指摘されている。そしてこの点につき、

いう二つの要因が含まれると分析したところで、問題の解決には至らない。また、学説上、一部無効が当事者にとって

（5

（ ）本稿注（３）で挙げた論稿のほか、
山本敬三「不当条項に対する内容規制とその効果」民事研修五〇七号（一九九九年）
（ ）山本（敬）
・前掲注（３）
「一部無効（一）
」一頁。

二八頁（以下、山本（敬）
「不当条項」と引用する。
）
、熊谷・前掲注（７）「一部無効法律行為と当事者意思」一四頁など。

31

（ ）熊谷・前掲注（７）
「一部無効法律行為と当事者意思」一八頁以下。

（ ）熊谷・前掲注（７）
「一部無効法律行為と当事者意思」二六頁。

（ ）山本（敬）
・前掲注（３）
「一部無効（一）
」三頁以下。

35 34 33 32
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一部無効の本質と射程（１）

（ ）熊谷・前掲注（７）
「一部無効法律行為と当事者意思」二六頁。
（

）ドイツ民法典一三九条については、日本で一部無効の事例として挙げられている問題一般を想定したものではないこと

が奥田教授や鹿野菜穂子教授らにより指摘されており、ドイツ民法典一三九条の議論がどこまで日本の一部無効論に妥当

） を 参 照。
）。すなわち、

効の判断基準には当事者の意思と法秩序自体の観点からする法的評価という二つの要因が含まれることを指摘したので

いう（於保・前掲注（９）
『注釈民法（４）
』二二三頁以下〔奥田昌道〕
。）。そして同条を参考にして、奥田教授は、一部無

奥田教授によれば、一三九条は当事者意思の解釈規定であり、意思自治の原則に服しうる場合にのみ問題となる規定だと

するかについては慎重になる必要があろう（ドイツ民法典一三九条の規定については本稿注（

13

あった。また、鹿野教授は、一三九条が、錯誤無効の場合を主として念頭に置いて立法されたことを指摘する（鹿野・前
掲注（ ）
「ドイツ民法典における法律行為の一部無効」三一九頁以下。）
。

ドイツの学説には、内容形成のレベルでの当事者の意思と適法性評価のレベルでの当事者の意思とを区別し、後者のレベ

田昌和教授の論稿では、そのほかにも、一三四条および一三八条の効果として一部無効が認められるかという点につき、

効であるが一定の事例群（価格法上の諸規定に違反した法律行為など）では契約を一部無効としていることを指摘する（原

典一三四条、一三八条（後掲）により規制されていること、ドイツの判例によれば一三八条に違反する法律行為は全部無

なお、原田・前掲注（７）
「一部無効の論理」二〇〇頁以下は、ドイツでは、高額な反対給付の縮減の問題がドイツ民法

事者の意思に求められるべしとはいえないと考える。

考えるかについての言及なしには、一部無効による裁判官の契約の修正およびそれを当事者に強制することの正当性が当

ドイツ民法典一三九条の適用範囲の問題について私見を述べることは難しいが、無効規範からの要請という側面をどう

谷・前掲注（７）
「一部無効法律行為と当事者意思」一六頁）
。

が既に良俗違反行為を含む法律行為の一部無効の問題を検討しており、当事者意思に反す
たかもしれない」が、
「 Savigny
の考えを継受したと評価さ
ること等を理由として、残部有効を否定している。そしてＢＧＢ一三九条が本質的に Savigny
れている」
とし、
同条が契約の一部が公序良俗や強行法規に違反する場合などついても妥当しうるものであると指摘する（熊

これに対し、熊谷教授は、同条につき、
「強行法規・良俗違反が法律行為の一部に直接関係する場合を想定していなかっ

14

ルでの当事者の意思の分割を認め一部の無効を帰結するものがあるなど、興味深い指摘が多くみられる。）。したがって、

北法66（4・27）961

37 36

ドイツにおいて、強行法規または公序良俗違反があった場合における無効の範囲の問題は、必ずしも一三九条で処理され

ドイツ民法典一三四条、一三八条の規定は、次のとおりである（条文の訳にあたっては、原田・前掲注（７）「一部無効

ているわけではないことに注意されたい。
の論理」二〇一頁注（８）を参照した。
）
。

特に、相手方の強制状態、無経験、判断力の欠如または重大な意思薄弱を利用して、ある給付に対し自己また

善良の風俗に反する法律行為は無効である。

ドイツ民法典一三四条「制定法上の禁止に違反する法律行為は、当該制定法から別段のことが生じない場合には、これ
を無効とする。
」
第二項

ドイツ民法典一三八条「第一項

は第三者に財産的利益を約束または提供させる法律行為は、その財産的利益が給付に対して著しい不均衡にあるならば、

）ただし、繰り返しになるが、民法で一律に規定をすることが実態に適合するか疑問であり、コンセンサスの形成が困難

これを無効とする。
」

であるとして明文化が見送られ、
平成二六年八月二六日開催の民法（債権関係）部会第九六回会議により決定された民法（債

権関係）の改正に関する要綱仮案においては一部無効に関する規定を置かないこととなった。「民法の一部を改正する法律

案」
（平成二七年三月三一日国会提出）においても同様である（詳細は本稿注（８）を参照。
）。

（ ）商事法務編『民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明』（商事法務、二〇一三年）四九頁。
（

（

）このような、当事者によりなされた法律行為はできるかぎり維持されるべきだという指摘は、一部無効を原則とする見

第

回会議議事録」
（

http://www.moj.go.jp/

水
『民法総則』二〇三頁、
平野・前掲注（７）
「一部無効」一八五頁。
）
。
= 本・前掲注（９）
しかしながら、この要請がどのような原理に基づくものかについては、はっきりと述べられていない。

解によくみられる（たとえば、
遠藤

） こ の 点 に つ い て は、 法 務 省「 法 制 審 議 会 ─ 民 法（ 債 権 関 係 ） 部 会

76

二〇一五年七月二一日最終閲覧）三八頁以下、
山本敬三「民法（債権関係）部会資料 Ａ『民法（債
content/000118123.pdf,
権関係）の改正に関する要綱案のたたき台（１）
』及び Ｂ『民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向け
66

二〇一五年七月二一日最終閲覧）六頁（以下、
た検討（３）
』に係る意見」
（ http://www.moj.go.jp/content/000118127.pdf,

66

（
38
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一部無効の本質と射程（１）

山本（敬）
「意見」と引用する。
）でも指摘されている。

（以下、山本（敬）
『民法講義Ⅰ』と引用する。
）

）これは、付随的な条項の無効が問題となる場合における特殊な問題として、現在の学説においてしばしば指摘される問

るべしとする。

項が無効とされた場合について、契約を維持することが一方当事者に過酷な不利益をもたらしうるとして全部無効を認め

は、そもそも信義則に反し無効といえるかという留保つきではあるが、事業者にとってリスクの高い取引における免責条

（ ）山本敬三『民法講義Ⅰ（第三版）
』
（有斐閣、二〇一一年）三二五頁注

（

題である（川島武宜・平井宜夫編『新版注釈民法（３）総則（３）
』
（有斐閣、二〇〇三年）一八二頁〔森田修〕（以下、川

島＝平井『新版注釈民法（３）
』と引用する。
）
、山本（敬）
・前掲注（３）
「一部無効（一）
」二頁、平野・前掲注（７）
「一

たとえば、平野・前掲注（７）
「一部無効」一八六頁は、判例の分析の結果、一部無効の議論の対象とされている事例は、

部無効」一八七頁など。
）
。

①結合契約の一部無効、②代金等、契約中核部分の一部無効、③契約の特別の合意の効力が問題となる場合とに類型化さ

れうるとする。そして、第三の場合に特殊な問題として、当該条項の一部に無効事由が存在する場合についての扱いを挙

また、
民法（債権法）改正検討委員会による民法（債権法）改正の基本方針においても、一部無効に関する諸規定の中に、

げる（平野教授のこのような類型化の内容については後述する。
）
。

】
（法律行為の条項の一部無効）が設けられていた（提案の内容については本稿注（８）を参照。）。
【 1.5.47
（ ）この対立は、まず、旧借地法二条第二項所定の期間よりも短い借地権の存続期間を定めた約定の効力をめぐって生じた。

（

15

その後、条項を無効とする明確な基準がない場合に公序良俗違反を理由として責任制限条項で約定された額を一定の範囲

）『新版注釈民法（３）』一八二頁

で裁判所が無効としうるかという議論が生ずることにより、約定の効力の法的に許容しうる範囲を裁判所が決定しうるか
という問題が指摘されることとなる。議論の変遷については、川島＝平井・前掲注（

）条項の無効の問題は、約款規制とも深く関係する。日本においても、とりわけドイツの約款規制の議論を参考に、不当

以下〔森田修〕が詳しい。

43

な条項の規制の在り方が検討されることが多い。たとえば、河上正二『約款規制の法理』（有斐閣、一九八八年）二九五頁

以下は、約款の直接的内容規制の問題を、ドイツの約款規制に関する議論をもとに検討する。もっとも、約款は、「多数の

北法66（4・29）963

42

43
44

45

契約を画一的に処理するため、あらかじめ契約条件を定型化して書面にまとめたもの」
（山本（敬）
・前掲注（

摘 さ れ て い る（ 法 務 省「 法 制 審 議 会 ─ 民 法（ 債 権 関 係 ） 部 会

第

回 会 議 議 事 録 」 五 頁 以 下（

）『民法講

http://www.moj.go.jp/

た（法務省・前掲注（８）
「民法の一部を改正する法律案」
）
。その際、組入れ規制と内容規制とを区別すべきことが強く指

性がある（なお、定型約款の組入れについては、民法の一部を改正する法律案では、五四八条の二で規定されることになっ

のレベルでも、約款の特徴が不当性の内実を判断する際に考慮され、それが無効の範囲の判断に影響を及ぼしている可能

が指摘されている。他方で、それと異なるレベルで、約款の内容規制があることが指摘されている。この約款の内容規制

徴にもとづき、ある条項について当事者に合意があるか否かのレベルでの規制がある、すなわち、組入れ規制があること

義Ⅰ』一一〇頁）などと定義され、約款規制は当然に約款の特徴を踏まえた規制である。そこで、一方で、この約款の特

42

）たとえば、山本（豊）
・前掲注（３）
『不当条項規制』一四一頁。

）
「不当条項」二六頁。
）。

31

）もっとも、この点について、条項の一部が無効となるか条項そのものが無効となるかという判断にあたっては、契約全

約内容が確定される場合には、
同様に考えることはできないであろうとする（山本（敬）
・前掲注（

合であるため、消費者契約や約款が使用された場合などに限定される。これに対して、対等な当事者間で交渉のうえに契

敬三教授によれば、条項作成者への制裁という点が当てはまるのは、契約当事者の一方が契約条項を一方的に作成する場

）たとえば、不当条項の文脈においてであるが、山本（敬）
・前掲注（

）「不当条項」二六頁がこの点を指摘する。山本

二〇一五年七月二一日最終閲覧）
）
。
）
。したがって、一部無効としての条項の無効の問題と約款規制
content/001143146.pdf,
としての条項の無効の問題は、理論的には区別されなければならないであろう。

98

31

（
（

（

47 46

で有効……とされるのか」という問題があるとしており、条項の一部が無効となるか条項そのものが無効となるかという

「……契約全体は有効として維持される場合について、その特定合意部分が全体無効にされるのか、それとも、相当の範囲

いう判断が既になされていると考えられる（山本（豊）
・前掲注（３）
『不当条項規制』一〇八頁。）
。また、平野裕之教授は、

条項そのものの無効は利益となるが、契約全体の無効は利益にならないと考えられるため、契約全体の無効がされないと

契約全体の無効を考察から外しているのは、
消費者保護の領域において条項の無効が問題となるときには、消費者にとって、

たとえば、山本豊教授が、同教授の論稿「附随的契約条項の全部無効、一部無効または合法解釈について」において、

体の無効がなされないという判断が同時に、あるいは既になされているとも考えられる。

48
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一部無効の本質と射程（１）

これに対して、たとえば、中間試案第五、一の意義につき、強行法規等の趣旨により一部無効が望ましいとされる場合

判断の前に、契約全体の無効をもたらすかという判断があると考えている（平野・前掲注（７）
「一部無効」一八七頁。）
。

第 回

76

ばならないか。これについて、近時、従来の議論とは異なる視角から、一部無効論に関する従来の議論が不十分である

ては批判があることをみてきた。では、具体的な問題の解決の指針をもたらすためには、何を明らかにしていかなけれ

な問題において解決の指針にはなっていないこと、さらに、当事者の意思を基準とし無効の範囲を判断することに対し

以上において、一部無効の問題には当事者の意思と法秩序自体の観点という二つの要因が含まれるとの分析が具体的

第三款 近時の学説による新たな視角からの検討

（ ）山本（敬）
・前掲注（３）
「一部無効（二）
」一一頁。

体における無効の範囲の問題とを別個の問題とは考えずに検討を進めることとしたい。

契約全体の無効が望まれる可能性があるからである。そのため、本稿では、ある条項に関する無効の範囲の問題と契約全

要しよう。つまり、
不当な条項を規定するような相手方と契約関係にあることを望まない消費者も考えられ、この場合には、

の全体の無効がもたらされるかという問題とで、消費者にとっての利益状況が異なるとするが、この点については検討を

もっとも、山本豊教授は、当該条項のうちの一部が無効となるか当該条項そのものが無効となるかという問題と、契約

）「法制審議会─民法（債権関係）部会

であっても、当事者の意思により全部無効とされることがあるという判断過程で無効の範囲に関する判断がなされる旨を
規定したものだと理解されうるとも指摘されている（法務省・前掲注（
会議議事録」四三頁における大村敦志教授の発言）
。
（ ）山本（豊）
・前掲注（３）
『不当条項規制』一〇八頁。

41

との指摘がなされており参考となろう。それは、第一に、一部無効と同様の結論をもたらす制度には多様なものがある

北法66（4・31）965

49

50

一部無効と同様の結論をもたらす制度の多様性

という指摘であり、第二に、一部無効が問題となる事案を類型化すべきであるという指摘である。

一

（ （

従来の議論が不十分であるとの指摘の第一は、一部無効と同様の結論に至りうる制度が多様に存在するにもかかわら

（ （

不当とされる場合と、当該条項が強行法規等に部分的に抵触している場合（法定の期間よりも短い借地期間を約定した

契約に付された条項が不当であると考えられる場合を例に考えてみよう。このなかには、ある条項の存在それ自体が

ず、それらの他の制度との関係についての検討がされていないというものである。

（5

（

（

これらの場合に、判例および裁判例には、一部無効のほか、契約の解釈や、信義則による条項の援用の制限により、

条項や約定された責任限度額が過少である責任制限条項がその例である。
）とがある。

（5

（

（

低額であるとして公序良俗に反し無効であるとしたうえで、裁判所の裁量により合理的な責任限度額を定めることがで

したもの。）、③東京地判昭和五三年九月二〇日判時九一一号一四頁（航空旅客運送約款中の責任制限条項につき著しく

に申し出た者のみに制限し、特に賃貸人が承諾を与えた者のほかはいかなる名目でも居住させないとする条項を無効と

無効とするもの。）、②東京地判昭和五一年九月二七日判時八五五号七九頁（建物賃貸借契約の居住者を賃借人が賃貸人

巻一二号二〇五一頁（ユニオン・ショップ協定のうち、他の労働組合に加入した者などにつき解雇義務を定めた条項を

解決をするものがある。一部無効による解決をした判例および裁判例としては、①最判平成元年一二月一四日民集四三

（5

び価額の申告をしなかった物品等が滅失毀損した場合におけるホテル側の賠償限度額を一定額に制限する旨の条項につ

日判時一八二九号一五一頁（宿泊約款において、宿泊客がホテルのフロントに預けず、また、ホテル側にその種類およ

きるとするもの。）などがある。契約の解釈による解決をした判例および裁判例としては、④最判平成一五年二月二八

（5
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一部無効の本質と射程（１）

（

（

き、故意または重過失の場合の責任制限が著しく衡平を害するものであり当事者の通常の意思に合致しないとして、当

（

（

借契約における賃料不払いの際の無催告解除条項につき、賃貸借契約を存続させることが信義則上不当である場合にの

債務者の条項の援用を制限した裁判例として、⑤東京高判昭和三六年五月一九日東高民時報一二巻五号一〇一頁（賃貸

該条項はホテル側に故意または重過失がある場合には適用されないとしたもの。）などがある。また、信義則に基づき

（5

（

（

が不当であると考えられる事案に対し、一部無効という制度がどのような解決をもたらしうるかという点のみを論ずる

しかしながら、このように同様の解決をもたらしうる制度が多様に存在しうるにもかかわらず、学説には、ある条項

み催告を要せず解除しうるものであるとしたもの。）などがある。

（5

（

（5

（ （5 （

れら固有の制度が混同されることにより一部無効の原理上の問題が回避され、さらには隠ぺいされるおそれがあると指

かかわらず、一部無効という枠内でしか論じない従来の学説においては、それら各制度の有する制約が見過ごされ、そ

このような学説の傾向に対して、山本敬三教授は、一部無効と同様の解決をもたらしうる多数の制度が存在するにも

どの範囲で無効となるかにあった。

（

無効となる場合と契約全体が無効となる場合との区別や、条項が強行法規等と部分的に抵触するものについては条項が

ものが多い。つまり、学説の焦点は、一部無効という制度を用いることができるか否かには合わせられず、条項のみが

（5

という主張である。北川善太郎博士は、不当条項に対して正面から九〇条を適用した場合には、効力の否定を導くこと

部無効を課すことへの慎重論が唱えられている。第一は、民法九〇条を根拠に一部無効を認めることに慎重となるべし

そして、公序良俗違反と不当条項規制または約款規制との関係での指摘ではあるが、大きく次の二つの観点から、一

摘する。

（5

は で き て も、 あ る べ き 権 利 義 務 関 係 に つ い て 基 準 を 提 示 す る と い う 積 極 的 な 基 準 の 策 定 を す る こ と は で き な い と 批 判

北法66（4・33）967

（5

（

（

れ自体を規制するのに適した制度であるという指摘である。これに対し、たとえば、消費者保護のために公序良俗規範

（ （

を柔軟化して契約条項の不当性を把握するためには、具体的な援用の局面に応じて当該条項の不当性を考慮するという

（ （

の関係が明らかにされてこなかったといえる。それは、たとえば消費者保護のような契約法が直面する新たに生じた問

このように、一部無効と同様の結論をもたらしうる多様な制度がある一方で、従来の学説においては、それらの制度

発想が必要になる。ここでは、公序良俗よりも信義則や権利濫用の方がこの発想に適した枠組みであるという。

（6

一部無効論に関する事案の類型化の試み

（ （

部無効論は、事案の違いを考慮せずに議論が展開されていた。しかし、近時の学説は、一部無効には特徴を異にする事

従来の議論が不十分であるとの指摘の第二は、一部無効を類型化する必要性があるというものである。これまでの一

二

り、現状が望ましいとはいえない。

係は不明瞭なものとなり、本来問題とされるべきはずの点が隠されたまま、制度が運用され続ける可能性があるのであ

説の指摘を踏まえると、各制度に固有の制約を無視して議論が展開されるならば、それぞれの制度の意義および相互関

題に対して、ある制度を柔軟に運用することで応ずることに焦点が合わせられていたためであろう。しかし、近時の学

（6

案が含まれていることを明確にしなければならないと主張する。たとえば、平野裕之教授の見解がそれである。

（6
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（

（

して、九〇条は、契約条項をきめ細かく規制するのに適しておらず、条項規制のためには特別の規定を置くことが望ま

もつのに対して、後者は契約から発生する権利義務を調整する機能を果たすのであり、機能を異にすると指摘する。そ

する。また、大村敦志教授も、契約全体の無効化と個別条項の無効化とでは、前者は当事者を契約から解放する機能を

（6

しいという。第二は、公序良俗は、契約当事者の置かれている具体的な状況とは独立に当該条項が有する客観的内容そ

（6

説
論

一部無効の本質と射程（１）

平野教授は、一部無効論のなかには、①結合契約の一部無効、②代金等契約の中核部分の一部無効、③契約の特別の

合意が問題になる場合、という三つの類型があることを指摘する。そして①結合契約の一部無効は、契約解除等におけ

る複合契約論と連続した問題である、②代金等契約の中核部分の一部無効は、数量的な無権代理（越権代理）事例にお
（

（

ける解決との整合性に気をつける必要がある、③契約の特別の合意が問題になる場合は、契約内容の改訂など、私的自

（

（6

（

また、③契約中の特約的合意の無効についても、規制する法令はあるが違反の効力について規定がない場合には、
「そ

だけで十分である」とする。

（

を認める規定がない場合にも、「その規定の趣旨からして私法上も無効としなければ意味がなく、また超過部分の無効

②代金等契約の中核部分の一部無効について、数量的規制法規違反があった場合には、違反した超過部分のみの無効

効とした規範の目的を達成するためには、全部無効とする必要がある場合には、全部無効とすべきである」とする。

（

ければ契約をしなかったと思われる場合には、全部無効とされるべきであるとし、他方で、公益的無効の場合には、
「無

〔いわゆる芸娼妓契約の無効の問題〕である。）。そして、一方で、公益的無効以外の場合には、当事者がその部分がな

効以外の場合と、公益的無効の場合とに区別する（公益的無効の事案とは、たとえば、前掲最判昭和三〇年一〇月七日

①結合契約の無効の範囲が問題となる場合のうち、複数の契約が密接不可分に結びついている場合につき、公益的無

指摘した点で特徴的である。

そして、平野教授の見解は、一定の事案類型においては、当事者の意思という要素があまり考慮されていないことを

治規範を修正して押しつけることが認められるかという問題にかかわるとする。

（6

（ （

の条項部分を無効にするだけであり、契約の無効を来たすことはないといってよいだろう。そして、その条項部分につ
（6

いても、規制法規の目的からして必要な限度にとどめれば十分であろう」とする。
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（6

このように平野教授の指摘は、当事者の意思が考慮されて解決される事案というのが、実は非常に限定されていたこ
（ （

と（①のうち、公益的無効以外の場合）、それ以外の事案においては、当事者の意思以外の理由により無効の範囲が画

ながらも、「一部無効の問題は、当事者の意思解釈の問題である」という命題に対して、それに正面から応接してこなかっ

このように学説は、当事者の意思が考慮されて無効の範囲が画定されるわけではない事案があることについて認識し

極的に応接することができなかったように思われる。

たは、当該一部がなければ当事者が契約を締結しなかったであろう場合には全部無効となる）という指摘に対して、積

う側面を有するため、当該一部がなくても当事者が契約を締結することを望んだであろう場合にのみ一部無効となる
（ま

思を基準とする見解がいう、一部無効を課すことは、当事者が当初意図した契約内容とは異なるものを押しつけるとい

部無効とは何かにつき、その意義を探究することをしなかった。それゆえ、無効の範囲を画定するにあたり当事者の意

しかし、類型化を試みる学説は、当事者の意思が考慮されずに無効の範囲が画定されることがあるとする一方で、一

定されること（②③）を示唆するものであり、興味深い。

（7

）山本（敬）
・前掲注（３）
「一部無効（一）
」七頁、大村・前掲注（４）『契約法から消費者法へ』八三頁。そのほか、た

た。まさに、このことが、一部無効の混迷の原因であったように思われる。

（

（

）
『約款規制の法理』一七一頁以下が、この点を指摘している。
45

）条項が部分的に強行法規等の無効規範と抵触する場合につき、そもそも何が無効となる「一部」であるかは、明確では

が、また、約款規制に関するものであるが河上・前掲注（

とえば、錯誤による一部無効を認めた裁判例を分析したものであるが中舎・前掲注（７）「錯誤における一部無効」八二頁

51

ない。さらには、条項をどのように規定するかにより、条項が無効規範と部分的に抵触しているかその全部において抵触

52

説
論
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一部無効の本質と射程（１）

しているかという違いは相対化される。たとえば、債務者の故意または重過失に基づく責任制限条項が無効であるとされ

るとき、単に、
「債務者の責めに帰すべき事由により生じた損害につき、債権者は、一定程度の損害賠償しか請求できない」

と定められる場合もあれば（通常はこのような規定のされ方であろうか）、
「債務者の過失により生じた損害につき、債権

者は、一定程度の損害賠償しか請求できない」という条項と「債務者の故意または重過失により生じた損害につき、債権

者は、一定程度の損害賠償しか請求できない」という条項とが別個に定められる場合もありえよう。
（ ）日本の判例の分析は、結章で行う。
（

）これに対し、大阪地判昭和四二年六月一二日下民一八巻五・六号六四一頁は、同約款中の責任制限条項があまりにも低

額であることを理由に公序良俗違反を認めたが、合理的な責任額を定めることをしなかった。

（ ）前掲最判平成一五年二月二八日で争点となったものではないが、
問題とされている公序良俗の内実は何かを考えたとき、

同じ責任制限条項であっても、航空旅客運送約款に付された責任制限条項と宿泊約款に付された責任制限条項とで同様に

扱いうるかは問題である。たとえば、両者において、その額があまりにも低額すぎることが問題とされる場合、一方では

）に関するものであるとし、立法
ordre public

人身に生じた損害の問題であり、他方では物に対する損害であることは、結論に影響を与えうるか。フランスの学説には、
人身に生じた損害に関する賠償責任を制限することについて、これを公序（

）により解決される場合は別としてこれを否定する見解がある（ G.Viney et P.Jourdain, op.cit., no 194や命令（ règlement
）
。これに対して、物に対する損害の賠償責任を制限する条項については、原則として有効であり、ただし、故意または
1.

重 大 な フ ォ ー ト（ フ ォ ー ト の 意 義 に つ い て は 後 掲 本 稿 注（ ） を 参 照。
） が あ っ た 場 合 の ほ か、 契 約 秩 序（ ordre
） の 観 点 か ら 規 制 さ れ う る こ と が あ る と 指 摘 さ れ て い る（ G.Helleringer, Les clauses du contrat : Essai de
contractuel

。このようにフランスでは違いが指摘されている責任制限条項を日本ではどのよ
s.
typologie, thèse, LGDJ, 2012, nos 296 et）
うに解すべきかについては、本稿の課題が後述するように一部無効の本質とは何かを明らかにすることにあるため、これ

85

）を参照。
）
。本稿第二章においても、そこで課されている「条項を書かれざるものと

なお、契約秩序という観点からの責任制限条項規制に関するフランス法の展開等については、日本でも既に紹介や分析

を明らかにした後で今後の課題として検討したい。
）
（
86

87

）
」というサンクションが本稿の示す一部無効の本質とどのような関係にあるかとい
réputer la clause non écrite

がされている（後掲本稿注（
みなす（
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54 53

55

（

）同旨の条項について、大判昭和七年一〇月二二日新聞三四八七号八頁が当該条項の存在だけでは公序良俗に反しないと

う点を中心に検討する予定である。
している。

）もっとも、たとえば、責任制限条項により定められた額があまりに低額であっても、明確に定められている以上、契約

の解釈の問題として解決することは難しいと指摘するものもある
（山本
（豊）
・前掲注（３）『不当条項規制』一〇八頁注（３）
。
）。

（ ）たとえば、山本（敬）
・前掲注（３）
「一部無効（二）
」一一頁は、他の解決方法の不適切さを示したうえで、ある解決方

（

56
57

31

（

（

43

─法と現実」私法四四号（一九八二年）九七頁以下〔北川善太郎発言〕。

ある。また、契約の解釈においては、契約内容を明らかにするのみならず、文言どおり解すると不当な条項について合法

書に押印した場合に、真意を問題として合意が存在しないとする解決や、例文解釈などにより解決を行おうとする見解が

ている。たとえば、強引な勧誘により契約内容をよく理解しないままに契約を締結した場合や、約款をよく読まずに契約

）川島

平
『新版注釈民法（３）
』一八一頁〔森田修〕は、想定される批判の一つとしてこの点を挙げる。
= 井編・前掲注（ ）
）一部無効の活用のほかにも、消費者保護の問題など近時の契約法上の問題に対して、既存の契約法理の対応が試みられ

（ ）大村敦志『消費者法（第四版）
』
（有斐閣、二〇一一年）一三一、一九三 頁。

（ ）私法学会シンポジウム「約款

される条項が一定の不当性の内実を有した無効規範に抵触していることが前提とされるからであろうか。）。

場合には無効判断により解決されるべき論理的理由については明らかではない（不当条項規制に関する論稿であり、想定

ただけでは自分がした契約の意味がわからない場合には制限解釈の必要性が生ずることを挙げる。もっとも、そうでない

事者がそのような部分まで含めるつもりはなかったといいやすいこと、上記③との関係では大多数の者にとって条項をみ

山本敬三教授は、この基準を提示するにあたり、制限解釈の制約、すなわち、上記②との関係では周縁的部分であれば当

容易に認識されうるものかという三つの要素を挙げ、
制限解釈が望まれる場合と無効判断が望まれる場合との区別を図る。

①無効基準が確立しているかどうか、②不当性が当該条項の本体的な部分にあるか周縁的部分にあるか、③条項の内容が

（ ）山本（敬）
・前掲注（

）
「不当条項」二三頁以下は、
不当条項に対する内容規制に関する文脈においてのものではあるが、

（ ）山本（敬）
・前掲注（３）
「一部無効（一）
」一三頁。

法を採用するというような批判的検討がなされていないという。
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）『約款規制の法理』一七一

的に解釈することで回避しようとされることもしばしばある。このような近時の契約法上の問題に対する既存の法理の対

）
『約款規制の法理』一七一頁は、不当な約款条項に対する司

）
『約款規制の法理』一七二頁が指摘しているように、上記三つのレベルの問題は「必ずし

）平野・前掲注（７）
「一部無効」一八五頁。そのほか、類型化を試みる論稿として、平田・前掲注（７）「一部無効」一

考える。

そこで、この入り混じった状況を整理するためにも、規制を可能にする各制度に着目をし、その意義を探る必要があると

も現実の司法実務の中で明確に意識され、区別されているわけではない。むしろ、相互に入り混じっている場合が多い」
。

もっとも、河上・前掲注（

があるとし、約款規制に関するものではあるが、重要な指摘をする。

法的規制について、①約款の個別契約への採用、②約款の解釈、③約款の直接的な内容規制という三つのレベルでの問題

頁以下が横断的に分析している。たとえば河上・前掲注（

応については、大村・前掲注（４）
『契約法から消費者法へ』五三頁以下や河上・前掲注（

45

頁などがある。
（ ）平野・前掲注（７）
「一部無効」一八六頁以下。
（ ）平野・前掲注（７）
「一部無効」二〇六頁以下。
（ ）平野・前掲注（７）
「一部無効」二〇六頁以下。

中舎寛樹『民法総則』
（日本評論社、二〇一〇年）二七五頁、山本（敬）・前掲注（

）『民法講義Ⅰ』三二四頁がある。
）
。

摘は、近時の教科書においてもなされている（たとえば、河上正二『民法総則講義』（日本評論社、二〇〇七年）四一七頁、

）このように、当事者の意思のほかに、たとえば規制の趣旨などの要素が考慮されて無効の範囲が画定されるべきとの指

（ ）平野・前掲注（７）
「一部無効」二〇八頁。
（

45

れるにあたり重視されているのは「当事者の意思よりもむしろ規制の必要性の方である」とする（大村・前掲注（４）
『契

また、大村教授は、契約の一部が強行規定や公序良俗に違反した場合について、いくつか具体例を挙げ、一部無効が課さ

42

（

45

約法から消費者法へ』六六頁。
）
。
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第二節 本稿の目的・分析の視角

第一款 本稿の問題意識

それでは、本稿は、裁判官による契約の修正に関する理論的基礎を解明するための手掛かりを探るという目的のもと

でその中心的手段のひとつである一部無効を検討するにあたって、どのような態度を採るべきか。前節でみた議論の状
況を振り返りながら、本稿の問題意識を明確にしておこう。

従来の学説の議論およびそれに対する指摘からも窺えるように、一部無効の問題には、第一に、無効規範からの要請

と私的自治ないし契約自由の原則からの要請との相克という側面が、第二に、一部無効と同様の結論をもたらしうる制

度の多様性という側面があった。そして、これらの側面が不透明なまま複雑に絡み合い、一部無効の問題をより難しい
ものとしていた。

この現状は、何に由来するものであろうか。本稿は、この現状を、「一部無効の制度上の位置づけ」に関する議論が

従来十分になされてこなかったことに由来するものと考えたい。前節でみたように、一方で、「一部無効の問題には当

事者の意思と法秩序自体の観点という二つの要因が含まれる」との分析によっては具体的な事案の解決へと至っていな

い。また、一部無効には、当事者の当初意図していた契約とは異なるものを強制するという側面があることを認識する

に至ると、この問題に対して、私的自治の原則という観点から当事者の意思に決定的な役割を担わせるべしとして、た

とえば、当事者が残部の契約では契約を締結しなかったであろう場合には全部無効とするとして応じた。しかし、具体

的な事案において必ずしもそういえるかについては疑問があった。他方で、近時、一部無効と同様の結論をもたらす多
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様な制度の存在が指摘されてはいる。しかし、それらの諸制度と一部無効との違いが明確になっていない状況にあると

いえる。また、一部無効の類型化の必要性が唱えられてはいたものの、一部無効とは何かにつき積極的に論じようとは

せず、一部無効を当事者の意思解釈の問題であるとする主張に対して応接できずにいた。そのためであろう、一部無効

を当事者の意思解釈の問題であるとする主張が根強く残ったままとなっていた。これらの問題状況に照らせば、従来の

「一部無効の問題は、当事者の意思解釈の問題である」という命題に対して、正面から論じなかったがために、違反さ

れた無効規範の要請が一部無効論においてどのように位置づけられるものであり、また、当事者の意思はいかなる役割

を有するかについて、不透明な状況が続いているのではないかと思われる。そこでまずは、無効規範からの要請と私的

自治ないし契約自由の原則からの要請という二つの観点が、一部無効という制度とどのような関係にあるか、つまり、

一部無効という制度がいかなる本質を有し、そこから導かれる帰結とは何かについて、正面から論じるべきではないだ

ろうか。従来の学説においては、このような基礎的な問題に対して十分に検討がなされてこなかったように思われる。

そして、まさにこの基礎的な問題に対する関心の欠如が、具体的な局面における一部無効の判断基準の不明確さ、一

部無効の制度的制約を無視した過度な汎用、さらには一部無効が課されることの正当性に関する混乱を招いたのではな

いかというのが、本稿の問題意識である。本稿は、このような問題意識に基づき、一部無効とはいかなる制度なのか、

つまり一部無効の本質とは何かを明らかにすることを目的とする。このように一部無効の本質を検討することで、不透

明な状況にある一部無効の判断基準を新たな理論枠組みのもとで捉え直すことができよう。また、一部無効という制度

が、裁判官による契約の修正をもたらす他の諸制度との関係でどのような意義を有しており、どのような限界を抱えて

いるかも明らかになろう。これによって、裁判官による契約の修正の正当性を検討する際の新たな視座を提示すること
にもつながると思われる。
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フランス法における一部無効の位置づけ

（ （

一般規定は置かれていない。そのため、二〇世紀中葉までは、一部無効という概念ないし制度についてほとんど語ら

フランス民法典上、無効事由が契約の一部にのみ存する場合に、いかなる範囲で契約の無効が課されるかにつき、

一

る一部無効の位置づけを確認しておかなければならない。

この点につき、詳細は本論で検討するが、本稿がとるべき分析視角を明確にするためにも、簡単に、フランス法におけ

は考慮されないとするものがある。この理由は、一部無効が無効論の変容により理論的正当性を獲得したことにあった。

を基準とすることは公序の要請により退けられるとするものが、他方で、無効の範囲を画定するにあたり当事者の意思

ランスの学説によれば、両者は、並立する基準であるとは考えられていない。学説のなかには、一方で、当事者の意思

すなわち、フランスにおいて無効（ nullité
）の範囲の問題が論じられる際、その判断基準として、当事者の意思と公
序の要請または法の目的という二つの点が挙げられており、日本の置かれている状況を想起させる。しかし、今日のフ

しているように思われるからである。

フランス法と日本法の議論を比べてみると、そこでは類似性と異質性の双方がみられ、フランス法が格好の素材を提供

「一部無効という制度の本質は何か」という課題を検討するために、本稿は、フランス法を取り上げる。なぜなら、

（7

れることはなかった。学説において一部無効という概念ないし制度を注目させるに至らしめたのは、シムレール（ Ph.
（ （
（ （
）による、『法律行為の一部無効（ La nullité partielle des actes juridique
）』
Simler
s であったとされる。シムレールのテー
（7

（7

説
論
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ズの序論によれば、無効と一部無効との関係に言及した箇所に次のような言説がある。

「サンクション（ sanction
）は、規定により目指された目的を実現しなければならない、言いかえれば、禁止さ

（ （

シムレールは、無効がサンクションであることから、違反された法の目的を達成する必要があり、かつ、それで十分

）のみが、
disposition

れたものが無効とされなければならない（ ce qui prohibé doit être annulé
）
。しかし、これ〔サンクション〕は、
当該目的を越えてはならない。唯一、禁止されたものが、無効とされなければならない。それゆえ、もし、ある行

（ （7 （

為において、条項、条件、負担…が不法あるいは不道徳なものであるならば、唯一、当該約定（

（7

原則として、無効とされなければならない。このようにして禁止の目的は達成される。
」

（7

であるため、行為に対し一部無効が課されることになるとする。この言説からは、無効の本質をサンクションであると

する捉え方と一部無効とが密接に関連することが窺える。すなわち、フランスにおいては、二〇世紀初頭、無効論が変

容を被り、無効の本質が、行為の状態（
’ ）としてではなく、法的サンクションとして捉えられるよう
une
état
de
l
acte
になる。彼の言説からは、この無効の本質の変容が一部無効の基礎にあることが示唆されており、
無効の本質に鑑みて、

法の目的の実現という観点から一部無効が課されるべきことが主張されている。ただし、混乱を招かぬようにここで指

摘しておきたいのは、シムレールのこの一部無効の理論的正当化ともとれる言説は、彼の一部無効論において貫徹され

てはいないということである。いかなる点で貫徹されていないか、その原因が何であったかについては本論で述べるが、

このことが原因となって、シムレールの一部無効論は、その後、有力な学説により批判されることとなる。

なお、この一部無効の本質ともいいうる指摘は、その後の学説においても頻繁に指摘されている。たとえば、今日の
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（7

第二巻（第四版）』において、「無効（

債務法に関する著名な体系書のひとつである、ゲスタン＆ロワゾー＆スリネ（
）に
J.Ghestin,
G.Loiseau et Y.-M.Serinet
）
」と題された部分を担当したスリネ
les nullités
契約の成立

）は、次のようにいう。
Y.-M.Serinet

よる『民法概論
（

（7 （

であるため、弱化を受ける必要がある〔上記原則の絶対性を弱める必要がある〕
。実際、法律の違反が抑えられ〔法

「しかし、この〔規定に反した部分が無効とされなければならないという〕原則は、ときおりその結果が恣意的

いて次のようにいう。

定するための基準として当事者の意思が考慮されていると指摘する。たとえば、シムレールは、先に引用した言説に続

の目的という観点のほか、当事者の意思についても言及していることである。学説は、判例においても無効の範囲を画

しかし、ここで注意しなければならないのは、多くの学説が、無効の範囲画定の基準を論ずる際に、以上のような法

とされている。

このようにフランスにおいては、無効の一態様として一部無効が捉えられ、無効の本質に鑑みて一部無効が課される

）
、しかし、それだけで〔十分で〕
doit être annulé

「無効は、ある行為の状態ではなく、ある命令的規定（ une règle impérative
）の実効性（ efficacité
）を確保する
ことを目的としたサンクションである。そのため、これ〔無効〕は、この目的に適合したものでなければならない。
（

以上のことは、禁止されたものが無効とされなければならず（
（7

ある〔ことを示す〕。」

（7

説
論
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律が違反された状態が解消され〕、かつ一般利益が満たされているとき、ある他の、われわれの債務法に関する一

般原則が介入する。意思自律のそれである。無効とされた行為の一部が、行為者からみて基本的なものであった、
（

（

その結果、それ〔無効事由が存する部分〕なくして行為を締結しなかったならば、それ〔当該行為〕は、全体とし

（

「 無 効 化（ ’
）は、論理的に、規定に反する契約の効果に制限されなければならない。しかしながら、
l
annulation
（ （
無効の範囲を決するためには、当事者の意思およびサンクションの実効性を考慮しなければならない。
」

もみられる。ここでは、ゲスタン（ J.Ghestin
）の言説を引用しておこう。

（

また、このような無効の範囲を画定するための基準としての当事者の意思への言及は、今日の体系書の多くにおいて

したのであった。

を危惧した。そこで、当事者の意思を基準にして無効の範囲を画定するという解決により、その恣意性を回避しようと

つまり、シムレールは、無効の範囲を画定するために無効規範の趣旨を考慮するにあたり、裁判官の恣意が働くこと

て消滅しなければならない。」

（7

点と、当事者の意思という観点とが挙げられることがわかった。ここで、日本の一部無効論における問題状況が想起さ

さて、フランス法における一部無効の基準に関する現在の議論を概観するならば、以上のように、法の目的という観

（8

れる。すなわち、私的自治の原則からの要請と無効規範からの要請との相克の問題である。しかしながら、同時に、フ
ランスにおいては、独自の視座が存在することも指摘できよう。
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（8

それは、無効の本質と一部無効との関係への言及である。無効の本質という観点から、法の目的の実現という基準が

抽出される。これに対して、興味深いことに、シムレールの上記言説においては、法の目的を裁判官が考慮する際の恣

意性への配慮という点が挙げられてはいるが、ゲスタンの言説からは、当事者の意思という基準の位置づけは、明らか

ではない。このことから、次のような疑問が生じてこよう。それは、無効の範囲画定のための基準として主張されてい

る法の目的の考慮という基準と当事者の意思の考慮という基準とでは、それらの基準により無効の範囲が画定されるべ
きとされる問題状況が異なるのではないかという疑問である。

実際、シムレールのテーズに対しては、一部無効の意義を捉え直し、無効の範囲を画定するにあたり、無効および一

部無効の本質に鑑みれば当事者の意思という主観的な要素が考慮されてはならないとする有力な学説が、その後に登場
（

（

3

3

3

3

3

3

3

する。そしてこの学説の理論的な妥当性は、後の学説により援用されることが多いことからも認められているといって

分析の視角

の二つの分析視角により、一部無効の本質とは何かという根本的な問題について考察をする。

以上の日本法の議論の現状とフランス法における一部無効の位置づけおよび一部無効論の現状を踏まえ、本稿は、次

二

位置づけおよび一部無効論の現状である。

定するにあたって、当事者の意思が考慮されることがあると指摘し続けている。これが、フランスにおける一部無効の

説が一部無効の本質を解明し当事者の意思を無効の範囲画定の考慮要素から除外したにもかかわらず、無効の範囲を画

しかし、多様な事案を対象として包括的に一部無効論を説明する現在の学説に目を向けると、これらの学説は、有力

よい。

（8

説
論
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第一に、一部無効が無効とどのような関係にあるかという点に着目する。すなわち、フランスにおいては、無効と一

部無効とが同一の本質を有する概念であることが示されていた。そこで、無効の本質とは何か、一部無効の本質とは何

かを探ることは、今日の日本における一部無効論の混迷した現状をひも解くための有用な手法であると考える。

しかし、フランスにおける一部無効に関する議論を一見するかぎり、一方で、無効の本質から一部無効が法の目的を

達成するためのサンクションであると捉えられながらも、他方で、当事者の意思の考慮が当初から指摘されており、批
判を受けてもなお主張され続けていた。

そこで第二に、一部無効において当事者の意思がいかなる役割を果たしているかという点を、当事者の意思の考慮が

一部無効の問題とされうるさまざまな事案を解決へと導く原則的な基準であると考えることに批判的な態度をとりつつ

検討することとしたい。あらかじめ結論を先に述べることになるが、フランスの一部無効論の先駆者であるシムレール

は、無効の範囲を画定するにあたり、当事者の意思を原則的な基準であるとし、これをさまざまな事案において妥当す

るものであるとした。つまり、一部無効論に関する議論を展開するなかで、シムレールは、契約内容が当初当事者が意

図した内容と明らかに異なる場合であっても、「その一部が無効であることを知っていたならば当該修正された契約を

締結したであろう」として一部無効を正当化することになる。これに対して、今日の学説をみると、たしかに一部無効

を課すにあたって当事者の意思が考慮されるとすることがあるが、その事案をみるかぎり、そこでいう当事者の意思の

考慮は、修正された契約内容を当事者に押しつけることを正当化するために言及されたものではないのではないかと考

えられる。それゆえ、繰り返しになるが、先駆者であるシムレールの一部無効論が念頭に置く事案が広範囲にわたるも

のであったがために、考慮されるべき事案の差異が見過ごされて統一的な一部無効論が形成されていった、そして一部

無効論における当事者の意思の位置づけが不明瞭なものとなってしまったように思われてならない。そして、このよう
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な一部無効論に対してもまた、各事案の差異が無視されたままで理論的な批判が加えられることとなった。それゆえに、
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

その後の学説も、一部無効論の全体を論ずるときは、一方ではこの理論的な批判に与しつつ、他方では当事者の意思が

考慮されるという主張をしているのではないか。実際、シムレールが主張した一部無効論が念頭に置くそれぞれの事案

類型について、その後の学説によりなされた議論に目を転ずるならば、ある事案においては当事者の意思が考慮されて

いるといいうるものの、修正された契約内容を当事者に課すことを正当化するために要請されたものではないように思

われる指摘がされている。そうであれば、本稿は、次の仮説をたてることが許されよう。それは、①当事者の意思とい

う基準により判断される（べき）事案と、法の目的という基準により判断される（べき）事案とは、想定される事案が

異なるのではないか、②これらをまとめて統一的な基準により解決を図ったシムレールが考える「当事者の意思の考慮」

の内実と今日の学説がいう「当事者の意思の考慮」の内実とは異なるものではないか、という仮説である。これを実証

し、一部無効論における「当事者の意思の考慮」の位置づけおよび一部無効の本質との関係を明確にすることを、第二
の分析視角としたい。

この第二の分析視角ゆえに、本稿が示す見解は、必ずしもフランスの体系書等における一般的な記述に一致しない。

しかしながら、フランス法における議論を仔細に検討するならば、本稿が示すように分析することが可能であるように

叙述の順序と課題の限定

思われる。

三

問題の複雑さゆえに、前置きが長くなってしまったが、以上のような問題意識および分析視角からフランス法を検討
し、日本法の再考をするために、次のような構成で検討をしていくこととしたい。
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第一に、フランスにおける一部無効論の理論的な対立をみることからはじめる。一方で、無効の範囲を画定するにあ

たり原則として当事者の意思によるべしとしたシムレールが、いかなる事案を念頭に、どのように統一的な一部無効論
（

（

を形成していったか（以下では、当事者の意思を無効の範囲を画定するための原則的な基準とする学説を「伝統的な一

部無効論」という。）を詳細にみることが、後の批判の検討、および各事案類型の検討において重要なものとなろう。

他方で、当事者の意思を無効の範囲画定の原則的基準とする見解に対し、それを否定した学説が、どのような点で批判

をし、その批判をもとにいかなる一部無効論を主張したかを概観する。このように、当事者の意思の考慮を無効の範囲

画定の原則的な基準とする学説と、それに対する理論的批判の検討を通じて、無効の本質とは何か、一部無効の本質と
は何かを、明らかにする（第一章）。

第二に、第一で明らかにした一部無効の本質が、実務上、貫徹されているかを検討する。なぜなら、今日の学説をみ

るかぎり、伝統的な一部無効論に対する理論的な批判がなされた以降も、無効の範囲を画定するにあたり、当事者の意

思が考慮されると説明されているからである。そうであれば、第一で明らかにした一部無効の本質が理念でしかなく、

実務では異なる動きがみられる可能性が、またはシムレールの提唱した一部無効論が妥当である可能性が残されていよ

う。そこで、シムレールが提唱した一部無効論の基礎とされた事案類型につき今日の判例および学説の議論をみること

で、①いかなる事案類型で当事者の意思が考慮され、またはされていないか、②当事者の意思が考慮されているとすれ

ば、それはいかなる意義を有するか、③当事者の意思の考慮が無効および一部無効の本質とどのような関係にあるかを

検討することが必要となる。このようにして事案類型ごとに検討をした後に、再度、無効の範囲画定にあたり当事者の

意思が考慮されるとすればいかなる事案類型においてであり、その意義はどのようなものか、一部無効の本質との関係

でそれはどのように位置づけられるべきものかなど、本稿の問題関心の核となる部分につき分析を試みることとする
（第
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（8

二章）
。

以上のような順序でフランス法を検討していき、最後に、フランス法から得られた示唆をもとに、日本法の一部無効
論について再考することとしたい（結章）。

最後に、本稿の検討する課題について、限定をしておく。本稿は、「一部無効の本質とは何か」という基本的な問題

につき検討を行う。それゆえ、本稿が検討対象とする事案については、第一に、無効の範囲画定にあたり用いられるあ

る概念（たとえば、不可分性（ indivisibilité
）がそれである。）に関する検討の際に必要となる場合を別として、二当事
者間で締結された契約を念頭に置く。

第二に、規制の根拠について何ら法律上に手掛かりがなく不当性の内実が不明確であるにもかかわらず、裁判官が契
（ （

約を修正するという事案は、フランスの一部無効論の形成過程において存在していたがために触れざるをえないものに

（ （8 （

一部無効の典型例のひとつである責任制限条項の規制の問題について、フランス法上、条項援用者である債務者が故意

ついては検討を行うが、基本的には検討から外すこととしたい。この点について敷衍すると、たとえば日本においては

（8

（8

（ （

日までに封書が届かず、顧客は入札に参加できなかった。そして、顧客が損害賠償請求をしたところ、同契約には配達

るというサービスを行っていた。入札参加を企図した顧客が同配達業者を利用して関係書類の配送を頼んだところ、翌

判決の事案は、次のとおりである。配達業者は、顧客から昼までに封書を預かった場合には翌日正午までにそれを届け

ることがある。たとえば、「クロノポスト判決」として有名な破毀院商事部一九九六年一〇月二二日がそれである（本

では、債務者の債務不履行が故意または重大なフォートによるものではない場合であっても、責任制限条項が規制され

または重大なフォートにより債務不履行をした場合にはその援用を認めないとされている。もっとも、近時、フランス

（8

業者の債務不履行の場合には損害賠償額が代金額である旨の条項が付されており、配達業者がこれを主張した。）
。しか

（8
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し、同判決の判示内容をみるならば、同判決は、一部無効とされる他の事案と比べて次のような特殊性を有する事案で

あったということができる。同判決は、配達業者は昼までに封書を預かった場合には定められた期限内
（翌日正午まで）

に封書を届ける義務を負っているとし、この本質的債務に対する違反を理由として、引き受けられた義務の射程に矛盾

（ （

する当該責任制限条項は書かれざるものとみなされる（
）とした。つまり、同判決では、
réputer
la
clause
non
écrite
引き受けられた義務の射程に矛盾することを理由に条項を規制するという点で特殊性があり、さらに、
「書かれざるも

のとみなす」というサンクションと一部無効との相違についても、近時議論がされているところである。それゆえ、こ

の問題は、一部無効の本質という観点からいうと、一部無効の問題として解決されるべき諸事案とは考慮要素や規制の

根拠が異なると考えられ、一部無効の本質を明確にした後に、これらの関係を体系的に考察すべきものであろう。そこ

で本稿では、「書かれざるものとみなす」というサンクションについて、当事者の意思の意義という点で一部無効とど

のように異なるかなど、一部無効の本質および射程を明らかにするかぎりでは触れる。しかし、規制の根拠について法

律上手掛かりがなく不当性の内実が何かにつき明確に示されていないとき、どのような場合に、いかなる理由で規制さ

れうるかという問題に関する具体的な検討は、本稿では行わない。このような事案については、一部無効の本質が何か

を明らかにしたうえで、それと具体的な事案における不当性の内実とを比較し、なぜ、ある場合には一部無効というこ
とができ、またはできないかを検討していくべきだと思われるからである。

本稿が、「一部無効」という概念ないし制度の本質的な意義の探究を目的とするものである点をここで再度確認し、
本論に入ることとしよう。
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（8

（

）日本において、フランスの一部無効論について検討した本格的な研究は未だ存在しないが、たとえば、森田修「 Pimont
の『契約のエコノミー』論（二）─契約規範の形成原理をめぐる近時フランス法理論の一斑─」法協一二七巻九号（二〇

（ ） Ph.Simler, La nullité partielle des actes juridiques, thèse, LGDJ, 1969.

）
」論が無効の範囲画定にあたってどのような影響を及ぼしているかという視点から
のエコノミー（ économie du contrat
一部無効論についても触れている。

の『契約のエコノミー』論（二）
」と引用する。）は、
「契約
一〇年）一五一頁、特に一八一頁以下（以下、森田「 Pimont

71

（

（

》の意義について補足する。一八世紀において、《 sanction
》は、行為者に対して課される
）フランスにおける《
sanction
も の で あ る と さ れ て い た（ こ れ を、
「 主 観 的 な サ ン ク シ ョ ン 」 と い う。
）（ J.Ghestin, G.Loiseau et Y.-M.Serinet, Traité de

》は、
利得─」法協一三〇巻五号（二〇一三年）一三六頁、特に一六四頁注（１）を参照した。フランス法上、
《
annulation
）を導くこと」という意味で用いられるため、本稿は、
《 nullité
》には「無効」という訳を、
《 annulation
》
「無効（ nullité
には「無効化」または「無効」という訳をあてることとする。

（ ） J.Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat : formation, 2e éd., LGDJ, 1988, no 872.
（ ） Ph.Simler , op.cit., thèse, no 28.
）
《 annulation
》の訳語やその意義については、齋藤哲志「フランス法における返還請求の諸法理（六）─原状回復と不当

75 74 73 72

－

は第一章第三節で詳述する。
）
。

）
、主観的なサンクションとは異なり、その基礎
Loiseau et Y.-M.Serinet, op.cit., La formation du contrat, tome 2, no 2007.
および目的において客観的なサンクションであると考えられている（客観的なサンクションとしての無効の意義について

）
、 必 ず し も 罰（ peine
） を 含 意 す る も の で は な い（ C.Ouerdane-Aubert de Vincelles, Altération du
2011, vo sanction.
。そして、無効は、ある規範（ norme
）の
2.
consentement et efficacité des sanctions contractuelles, thèse, Dalloz, 2002, no ）
） と い う 二 つ の 要 素 を 要 す る サ ン ク シ ョ ン で あ る と さ れ（ J.Ghestin, G.
違 反、 お よ び そ の 違 反 に 対 す る 反 応（ réaction

）。しかし、今日
droit civil, La formation du contrat, tome 2,’
L objet et la cause Les nullités, 4e éd, LGDJ, 2013, no 2033.
》は、より広義では、法（ un droit
）または義務（ une obligation
）を確実に遵守、実施させるためのあら
では、
《 sanction
ゆ る 手 段 の こ と で あ る と 定 義 さ れ（ Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, dirigé par G.Cornu, 9e éd., PUF,
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（ ）

（

J.Ghestin, G.Loiseau et Y.-M.Serinet, op.cit., La formation du contrat, tome 2, no 2626.

）
」
、
「コーズ（ la cause
）
」
、
「無効」という三つのテーマについて扱った共著作であるが、本書の
同書は、
「目的（ ’l objet
冒頭にあるプランによれば、「無効」の部分については、
スリネが担当している。なお、同書（第一巻を含む。）については、

金山直樹・山城一真・齋藤哲志「現代フランス契約法の動向」法学研究八八巻七号（二〇一五年）五三頁で、その特徴が

）債務法に関するほとんどの体系書においては、一部無効については簡単な説明がされるだけである。しかし、ゲスタン

紹介されている。

＆ロワソー＆スリネによる体系書のシリーズでは、ゲスタンの単著であった頃の第二版では約五〇頁が、共著となりスリ

ネが担当した第四版では約一五〇頁が、一部無効およびそれに関連する制度についての説明に充てられており、かなり詳
細なものとなっている。

A.Bénabent, Droit civil, Les obligations, 10e éd., Montchrestien, 2005, nos 216 et s ; Ph.Malaurie, L.Aynès et Ph.Stoffel-

（ ） Ph.Simler , op.cit., thèse, no 28.

（ ）

Munck, Les obligations, 4e éd, Defrénois, 2009, no 718 ; B.Fages, Droit des obligations, 2e éd., LGDJ, 2009, no 244 ; M.Fabre-

Magnan, Droit des obligations, tome 1, Contrat et engagement unilatéral, 2e éd., PUF, 2010, pp. 446 et s ; J.Flour, J.-L.
Aubert et E.Savaux, Droit civil, Les obligations, tome 1,’
L acte juridique, 15e éd., Sirey, 2012, no 359 ; Fr.Terré, Ph.Simler

J.Ghestin, G.Loiseau et Y.-M.Serinet, op.cit., La formation du contrat, tome 2, nos 2013 et 2577 ; M.Mekki, ’
L intérêt

général et le contrat : Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, thèse, LGDJ, 2004, nos 972 et s.
）シムレールの一部無効論を「伝統的な一部無効論」とすることには、反論もあろう。実際、フランスにおいて、最もは

）

J.Ghestin, op.cit., Le contrat : formation, no 870.

et Y.Lequette, Droit civil, Les obligations, 11e éd., Dalloz, 2013, no 420.
（ ）
（
（

じめに現れた無効の範囲に関する主張は、当事者の意思のみを考慮要素として挙げ、それ以外の要素については言及して

いなかった（以下、
「古典的な一部無効論」とする。
）
。これに対し、シムレールは、当事者の意思を原則的な基準としなが

らも、公序の要請により、当事者の意思を基準に画定された無効の範囲が覆される場合があることを認めた。その意味で、

シムレールの見解は、古典的な一部無効論とは一線を画すものであったといえよう。しかし、その後の学説により、無効
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の範囲を画定するにあたって当事者の意思を考慮することそのものが否定されているのであり、この学説との対比におい

て、当事者の意思を考慮することを原則とするシムレールの見解を「伝統的」と称しても問題ないと考えた。

（ ）この問題と関連して、ドイツの約款規制の検討を通じて、約款の内容規制と契約全体との関係が指摘されることがある。

（ ）
「フォート」とは、日本でいう「過失」に類似する概念である。もっとも、フォートは、法令違反等の事実によって基礎

の前提となる「一部無効とはどのような制度か」に焦点を合わせるため、上述した問題の検討は、今後の課題としたい。

義とを踏まえ、いかなる制度を用いた解決が望ましいかという点をにらみながら検討しなければならない。本稿では、そ

認められうるかについては、上記規制の対象とされている不当性の内実とは何かという問題と、一部無効等の各制度の意

帯びることがあると指摘する。このような場面は、約款に限らず考えられうるものであろう。しかし、それが契約一般に

は許容される内容である条項が別の条項と共働作用することにより相手方に対する不利益を増幅させ結果として不当性を

場合にそれにより生ずる不利益が別の条項がもたらす利益により埋め合わされる場合がある、または約款中のそれ自体で

項につき内容規制がされる際、契約全体との関連を考慮する場合がある、つまり、約款中のある条項が不当な内容である

たとえば、野田和裕「約款の内容規制と約款全体との関連性」広島法学二一巻一号（一九九七年）八七頁は、ある約款条

84

─フランス民事責任の一断面』
（日本評論社、二〇一〇年）八三頁などが詳しい。

まず、破毀院混合部二〇〇五年四月二二日の二つの判決（

Bull.2010, IV, no 115 ; R.D.C. 2010, p.1220, obs. Y.-M.Laithier ; R.D.C. 2010, p.1253, obs. O.Deshayes ; D. 2010, p.1832, note

）により、法令上の責任制限条項について、その援用を否定する重大なフォートは、本質的債務の違反によっ
Ph.Delebecque.
て 特 徴 づ け ら れ る も の で は な い 旨 が 判 示 さ れ た。 そ の 後、 破 毀 院 商 事 部 二 〇 一 〇 年 六 月 二 九 日（ Cass.com.29 juin 2010,

p.828, obs. B.Bouloc ; R.D.C. 2005, p.651, avis. R.de Gouttes ; R.D.C. 2005, p.673, note D.Mazeaud ; R.D.C. 2005, p.753, note

H.Kenfack ; R.T.D.civ. 2005, p.604, note P.Jourdain ; R.T.D.civ. 2005, p.779, note J.Mestre et B.Fages ; R.T.D.com. 2005,

II, 10066, note G.Loiseau ; J.C.P.E. 2005, 1446, note Ch.Paulin ; D. 2005, p.1864, note J.-P. Tosi ; D. 2005, p.2750, obs.

Cass.mixte, 22 avril 2005, Bull.2005, mixte, no 3 et 4 ; J.C.P. 2005,

（ ）なお、重大なフォート概念については、これを客観的に捉える判例が登場し、本質的債務の違反と同視された。しかし、

ける抑止と制裁

）
、および外来原因の不存在や事理弁識能力等に基礎づけられる帰責性（ imputabilité
）をも含
づけられる違法性（ illicéité
むものである。フォートについては、廣峰正子「フランス民事責任におけるフォート概念の存在意義」同『民事責任にお
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Munck ; R.T.D.civ. 2010, p.555, obs. B.Fages ; Contrats, conc., consom. 2010, comm.220, obs. L.Leveneur ; J.C.P. 2011, 63,

D.Mazeaud, J.C.P. 2010, 787, note D.Houtcieff ; J.C.P. 2010, 1015, obs. Ph.Stoffel-Munck ; J.C.P.E. 2010, 1790, note Ph.Stoffel-

）は、契約上の責任制限条項の援用の可否を判断するにあたり、
「 重 大 な フ ォ ー ト は、 た と え そ れ が 本 質 的
obs. J.Ghestin.
なものであれ、契約上の債務の不履行により基礎づけられうるものではなく、債務者の行為態様の重大性によって基礎づ

けられなければならない」と判示した。それゆえ、責任制限条項の援用を否定する重大なフォート概念に関する今日の判

民法の未来』
（商事法務、二〇一四年）六三頁（以下、石川「本質的債務論

責任制限条項規制の判例法理の展開については、石川博康「フランスにおける本質的債務論の展開と整合性の原理」能

例法理においては、重大なフォートは、本質的債務の違反によって基礎づけられるものではない。
見善久ほか編『野村豊弘先生古稀記念論文集

Cass.com., 22 octobre 1996, Bull.1996, IV, no 261 ; D. 1997, p.121, note A.Sériaux ; D. 1997, p.145, obs.  C.Larroumet ; D.

の展開と整合性の原理」と引用する。
）が詳しい。
（ ）

1997, p.175, obs. P.Delebecque ; R.T.D.civ. 1997, p.418, obs. J.Mestre ; R.T.D.com. 1997, p.319, obs. B.Bouloc ; Contrtas, conc.,

consom., 1997, comm.24, obs. L.Leveneur ; Defrénois 1997, p.333, obs. D.Mazeaud, J.C.P. 1997, I, 4002, obs.   M.Fabre-

─フランスの『本質的債務』理論を参考にして─」

Magnan ; J.C.P. 1997, I, 4025, obs. G.Viney ; J.C.P. 1997, II, 22881, obs.  D.Cohen ; R.T.D.civ. 1998, p.213, obs. N.Molfessis.
同判決について分析した日本の論稿として、小粥太郎「フランス法における『契約の本質的債務』について（一）
」早法
七六巻一号（二〇〇〇年）二二頁、窪幸治「条項規制法理の一検討

比較法三九号（二〇〇二年）二九七頁、石川博康『
「契約の本性」の法理論』（有斐閣、二〇一〇年。以下、石川『契約の
本性』と引用する。
）三三頁、同・前掲注（

）
「本質的債務論の展開と整合性の原理」六六頁、森田・前掲注（ ）「 Pimont
─クロノポスト判決」松川正毅ほか編『判例

71

れた義務の射程と矛盾する条項は書かれざるものとみなされるとしており、不明瞭な点があった。すなわち、その後の判

もっとも、同判決の意義については、同判決が、一方で、
「本質的債務の違反」という要素を挙げ、他方で、引き受けら

一三年）二四頁がある。

にみるフランス民法の軌跡』
（法律文化社、二〇一二年）一五五頁、金山直樹『現代における契約と給付』
（ 有 斐 閣、 二 〇

の『契約のエコノミー』論（二）
」一六七頁、大澤彩「責任制限条項の効力

86

例のなかには、
ある条項を書かれざるものとみなすにあたり、
本質的債務に関する責任制限条項であるという点のみを挙げ、
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）
）が、責任制限条項が「書かれざるものとみなされるの

）
「本質的債務論の展開と整合性の原理」六三頁が詳細な分析を行ってい

引き受けられた義務の射程と矛盾するという点については触れないものがあった（その後の判例の展開を踏まえた責任制
限条項規制の展開については、石川・前掲注（
る。
）
。
しかし、前掲破毀院商事部二〇一〇年六月二九日（前掲注（

86

ない。
たとえば、近時、これに関する判決として、破毀院商事部二〇一三年一二月三日（

） が 運 送 契 約 の 基 本 的 債 務 で あ る と し、 同 条 項 の 適 用 は こ の 基 本 的 債 務 に 関 す る 契
livraison

。
あると指摘する評釈も出されている（ Th.Genicon, op.cit., note, pp.176 et）
s.
フランス民法典一一三一条および一一三四条の規定は、次のとおりである。

負う債務に矛盾したかを探求していないとしていることから、同判決を責任制限条項の規制に関する基準を見直す契機で

る特定の期日に配達する債務を負っていたにもかかわらず、破毀院は、控訴院がどの点で上記責任制限条項が配達業者の

同判決について、前述したクロノポスト判決と同様に、問題となっている契約が運送契約であり、また、配達業者があ

）として、配達業者の主張を退けた。しかし、破毀院は、根拠条文として民法典一一三一条および一
約を空にする（ vider
）期日を遵守する債務に矛盾したか
一三四条（後掲）を挙げ、控訴院が、どの点で同条項が配達業者の定められた（ strict
を探究することなく、配達業者の当該条項の援用を退けたとして、破毀し移送した。

控訴院は、物を届けること（

配達業者に請求し、
これに対して配達業者が賠償額を運送料に限る旨を定めた責任制限条項を援用したという事案である。

め、依頼人が、プレタポルテが在庫として残ってしまったことや新たな顧客を獲得できなかったことによる損害の賠償を

）が出た。同判決は、
依頼人がプレタポルテ（ prêt-à-porter
）の在庫品を売りさばくために、
2014, 2, p.176, note Th.Genicon,
ある期日にそれを得意とする流通業者へ届けるよう配達業者に依頼したところ、その日に配達することができなかったた

Cass.com., 3 décembre 2013, R.D.C.

もっとも、以上のような責任制限条項規制の展開に関する議論は、未だ不安定なものであることに注意しなければなら

れざるものとみなされるには、それが引き受けられた義務と矛盾している必要があることが明確になった。

は、債務者によって引き受けられた本質的債務の射程と矛盾する」場合のみであるとした。これにより、ある条項が書か
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一部無効の本質と射程（１）

）は、それを行った者に対しては、法律に代
conventions

フランス民法典一一三一条「コーズの存在しない債務、または虚偽のコーズ（ fausse cause
）もしくは不法なコーズに

基づく債務は、いかなる効果も有することができない。
」

合意は、誠実に履行されなければならない。
」

）または法律が許す原因によってでなければ、撤回
consentement

適法に形成された合意（

その合意は、それを行った者の相互の同意（

フランス民法典一一三四条「第一項
わる。
第二項
第三項

することができない。

（ ）
「書かれざるものとみなす」というサンクションの独自性については、未だ多くの学説により承認されているとはいい難



－

における当事者の意思の意義を通じて 」に加筆・修正をしたものである。

〔未完〕

いが、同サンクションを用いる判例や立法の増加に伴いこれを指摘する学説が増え、近年、テーズが出されるまでに至っ
）
。
ている（ S.Gaudemet, La clause réputée non écrite, thèse, Economica, 2006.

［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文（二〇一五年三月二五日授与）
「一部無効の本質と射程

－

一部無効論
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○二〇一五年六月二九日 午後三時から
「補償の政治問題」
（

に進行していて、法学部・法学
研究科では、特に補償問題に焦
点を当てて、事業を進めている。
三月末の法学会のブルックス教
授の講演はその皮切りであるが
（北法六六巻二号参照）、今回お
迎えしたトーピー教授はその二

すなわち、補償問題に関する

番手のゲストである。

アメリカでの議論は、法学研究

者の間でのわが国よりも議論にはるかに厚みがあり多くの第一

）
The Political Field of Reparations
報告者 ジョン・トーピー氏

（ニューヨーク市立大学大学院センター教授
（社会学）
、
ラルフ・

線の研究者の参画が見られるが、その裾野は広く、社会学者・

Politics and the Past: On Repairing Historical 政治学者・精神分析学者なども広く関わる学際的議論が展開さ

バンチ国際研究センター長）
参考文献

）に注目が集まるが（特に法律家）、実際には、
compensation
自由や人権の獲得、アイデンティティの確保、市民権の回復、

）
二．トーピー教授のレクチャーでは、
まず
「補償」（ reparations
の用語理解として、（一）従来はどうしても金銭賠償（ monetary

Injustices (World Class Change)(Rowman & Littlefied れていることがその特徴である。そして優れた社会学者かつ政
Pub., 2003); Making Whole What Has Been Smashed: On 治学者であるトーピー教授はその代表的論客である。
Reparations Politics (Harvard U.P., 2006)
出席者 二五名

一．北大のグローバル教育化の動きの一環で、いわゆる「トッ
プコラボ事業」
（海外のトップランナーの招聘事業）が全学的
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画定・名誉回復、謝罪、記念碑

の公表・確定、被害者の名前の

）
供、（三）
「満足」
（ satisfaction
のための、過去の不正義の事実

）のための医療
（ rehabilitation
的・法的・社会的サービスの提

回 復、 さ ら に、
（二）
「再生」

住居・職場への復帰、所有権の

ていないという限界も指摘された。

隷補償論は頓挫しており、なかなか人種的不平等にも踏み込め

おり、またアメリカの自国においても、二〇〇〇年代前半の奴

とする。しかしここでも、最近はアメリカの影響力も低下して

勢的支配が大いに関係し、同国が植民地と基本的に無縁であっ

容を来たしているとされる。そして第四は、
政治的背景であり、

つつあり、戦争の態様の変貌も相俟って、補償スキームにも変

問題ないし外交問題と密接に関わることを強調され、その議論

て発言されたが、この議論の状況には、不安定さがあり、政治

これらを受けて、補償論の将来をどう考えるかが、結びとし

たことから、脱植民地化の推進や国連の形成に大きく寄与した

補償論においては、アメリカ合衆国の第二次大戦後における地

の建設などがあり、むしろ「金
銭賠償」以外のものが、多くを
占めているとの指摘がなされた。
その上で、近時の補償問題の議論の隆盛には、国際的問題の

面化、第二に、経済的背景として、ポスト産業化の現代におけ

的背景として、トックビルが夙に指摘するような人権概念の前

いうのが、
本講演の中心であった。つまり第一に、
イデオロギー

認された。しかし、さらにその様々な背景ないし変容を探ると

は、
多文化主義ないし人種・民族的なマイノリティへの対応（特

補償とのかかわりについて、確認的質問がなされ、辻康夫教授

えば、尾崎教授からは、ポスト・フォーディズムの個人主義と

発になされて、同教授も大変感銘を受けられたようである。例

三．こうした刺激的な講演を受けて、北大の側からの議論も活

の展開の仕方及び時期も重要だとされた。

る個人主義の前面化、第三に、軍事的要素としてのフランス革

にカナダでのそれ）との関係で詳細な質問をされたし、さらに

事例を処理する国際的機関が増加している事情があることも確

「法化」という現象であるとして、そこにはそうした法的補償

命以来の市民戦争化（大量徴兵）の伝統は、近時急速に変わり

北法66（4・60）994
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論の分類（個人的罪（刑事的責任）、政治的罪（政治的責任）、

その論点自体は、個人的責任論としては、カント的な個人主義

遠藤乾教授は、ホロコーストのモデルはどこまで妥当するのか

他方で、吉田は、戦後の補償論におけるユダヤ人ないしアメ

者と共同体主義者（例えば、
サンデル教授（ハーバード大学）
）
で、

道義的罪（道義的責任）
、形而上的（宗教的）罪（形而上的責任））

リカ社会の影響力の大きさは、否定しようもないが、補償問題

補償論の基本的分岐点であり、しかし個人責任と政府の責任と

などの質問をされ、これに対して、トーピー教授は政治的状況

はアメリカないしユダヤの特殊問題に回収されてしまうのか、

は分けて考えられることにアメリカの補償論では了解があるこ

を仔細に分析することから始める必要が指摘され、吉田からも、

他方で、補償ないし関係回復問題は全世界的・普遍的な国際人

）
と、また広い意味での補償に関わる関係和解（ reconciliation
のプロセスの理解の必要性が説明され、これとの対比で、日本

の多様性を考慮することはもちろん必要だと応えられた。

権問題であることとの緊張関係はどう考えたらよいのかという
質問も出された。

での補償論の議論の層の浅薄さ、それゆえに平板な批判の応酬

日本の学生諸君の側から、
「どうして世代の異なる者の歴史的

された。その場では、
日韓関係の近時の状況の悪化を踏まえて、

件補償セミナー」にも持ち越され、いわば第二ラウンドが展開

いてトーピー講演がどのように

もの殺戮に関する補償問題につ

らなされた済州島民三万人以上

他方で、一九四〇年代後半か

になってしまっていることの指

不正義について若者が追及されるのかへの疑問」ないし「やた

関わるかも論点となった。まず

四．実は、この六月二九日の北大法学会での議論は、さらに、

らと謝罪を強制されることへの不満」の紹介がなされ（特に学

第 一 に、 参 考 文 献 で 詳 述 さ れ

摘がなされた。

部二年の池嵜航一君の「日韓の和解」と題する英語報告。後者

韓国済州国立大学での七月二日における学生を交えた「済州事

の不満は法学会の議論でも遠藤教授も触れていた）
、トーピー

ている、象徴的補償（ symbolic
）と経済的補償
reparations

教授からは、この問題については、ヤスパースの責任（罪責）
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ドオフ」の指摘とも関わるとして、再論された。例えば、近時

（ economic reparations
） の 分 類 論 は、 ひ ろ く フ レ ー ザ ー 教 授
（ニューヨークのニュースクール）の「再分配と認識とのトレー

のチャールストンでの人種差別的な殺戮（二〇一五年六月）の
悲劇にも示される人種差別に関わる奴隷補償論は、後者だと位
置づける。この点で、済州島民が現在求める補償はどのような
ものかについて議論されたが、その方面のパイオニア的研究者
の高昌壎教授（済州大学）は、その両方の側面があると応えら
れた。第二に、
補償論の政治問題としての不安定性との関係で、
どのように済州の悲劇の補償問題を韓国ないしアメリカとの関
係で展開していったらよいのかについても議論された。

（文責

吉田邦彦）

＊北大での講演については、その和訳が北大法学論集に掲載さ
れる（北法六六巻五号に掲載予定）
。
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OHADA’s Uniform Contract Law: Challenge and Failure
Souichirou Kozuka＊ and Hiroo Sono＊＊
OHADA (l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires) is an intergovernmental organisation with the purpose of unifying
commercial laws. Most of the seventeen member states are countries in
Western and Central Africa, many of them belonging to the French law
tradition. Having successfully adopted several uniform acts, OHADA
embarked on a project to enact the Uniform Contract Act in 2001. The draft,
modelled after the Unidroit Principles of International Commercial Contracts,
was finalised in 2004, but was never adopted as a Uniform Act. After some
debates about the future work of OHADA in the field of contract law, the
project on the Uniform Contract Act seems to be virtually abandoned.
One of the strong arguments against the Uniform Contract Act was that
the proposed scope of application extended to civil law matters, going beyond
the scope of commercial law which is OHADA’s mandate. As one empirical
study has indicated, the acceptance of OHADA law by local lawyers has not
been satisfactory in some member states, which might have been the cause
of reluctance toward broadening the scope of the Uniform Contract Act.
Another argument against the draft was that it discarded the concept of
“cause”, which was deeply embedded in the thinking of local lawyers who
have been trained under the tradition of French law.
＊

Professor of Law, Gakushuin University

＊＊

Professor of Law, Hokkaido University
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The two arguments that frustrated the adoption of the Uniform Contract
Act seem to imply tensions among the leading elites in the society. While
some of them are responsive to the most up-to-date developments in the
global fora, others prefer to maintain the established framework, succeeded
from the Western powers generations ago. Whichever prevails politically, the
legal system needs to interact with the general constituents of the society,
such as the informal sector economy or traditional society. The true difficulty
that OHADA’s Uniform Contract Act faced may have been the absence of
consensus about what role the modernised legal system should have vis-à-vis
the society in general. It is easy to see that the issue of reception of law
raised here has universal relevance, not limited to Africa.
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Harmonisation of Private Law in the
East African Community (EAC)
Hiroo Sono＊ and Souichirou Kozuka＊＊
The EAC, consisting of Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda, is
one of the eight Regional Economic Communities (RECs) that will make up
the economic community covering the whole African continent under the
auspices of the African Union (AU). It is the only REC that has on its policy
agenda harmonisation of private laws. The EAC Treaty which established
the EAC declares that one of the objectives of the EAC is to develop policies
and programmes aimed at widening and deepening co-operation on legal and
judicial affairs. Further, the Common Market Protocol lists approximation of
domestic laws in its policy agenda.
These policy agenda in the legal and judicial sector are carried out either
in the form of community legislation or approximation of domestic laws. With
regard to the former, nine areas of business law have been prioritised. EAC’s
Sectoral Council on Legal and Judicial Affairs has picked up from among
them the laws on intellectual property, contracts, public private partnership,
recognition of judgements, business registration and enforcement measures
and procedures for collection of debts, and is currently working on drafting
community legislation on these subjects. For the approximation agenda,
studies are underway regarding corporate law, insolvency law, law on
partnership and business name registration law.
Contrary to what we have witnessed elsewhere with respect to OHADA,
it seems that harmonisation efforts in the EAC have not been hampered by
disagreement over which model to follow: common law, civil law or global
uniform law. This is all the more interesting because the EAC has two
member states that belong to the civil law tradition. In fact, one of them,
＊

Professor of Law, Hokkaido University

＊＊

Professor of Law, Gakushuin University
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Rwanda, has recently “converted” to common law to promote economic
growth. These swift developments are likely results of a shared conviction
among the elites in EAC that harmonisation of private laws are essential for
the establishment of a common market and acceleration of economic growth.
It is yet to be seen, however, whether and to what extent, these efforts will
take root in the general East African society.
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OHADA（アフリカ商事法調和化機構）
による統一契約法の挑戦と挫折
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小

塚

荘一郎

曽
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裕

夫

はじめに──なぜアフリカ契約法か

最近20 ～ 30年の間に、グローバルな規模での契約法の収斂が著しく
進展した。1988年に発効した国連国際物品売買条約（CISG）は、日本を
含む83か国の締約国を得て、この分野の国際標準となっている。1994年
にユニドロワ（私法統一国際協会）が公表し、その後2004年と2010年に
改訂が重ねられているユニドロワ国際商事契約原則（UPICC）も、契約
法の共通原理を示す文書として、
もう一つの国際標準と認められている。
日本における民法（債権法）の改正もこのような収歛の中に位置づけら
れることは、いまさら指摘するまでもないであろう1。
他方で、そうした国際標準が、とりわけ欧米主要国以外の法域でどの
ように受容されているのかは、
十分に研究されていないように思われる。
日本では、長い間「日本人の契約観」をめぐる議論が行われてきたが2、
日本ないし日本人に固有の
「契約観」
を肯定するにせよ否定するにせよ、

1

たとえば曽野（2012）
。ただし、法制審議会民法（債権関係）部会が『民法（債

権関係）の改正に関する中間的な論点整理』
（2011年）を公刊していた時点まで
の分析。
2

古くは川島
（1967）
、
より近時では加藤・藤本
（2005）
など。議論の現状について、

Wolff, Nottage and Anderson (2015), pp.8-9.
［1］
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それが CISG や UPICC のような国際標準の受容と解釈にはたして、ま
たいかなる影響を及ぼしているかという問題に、大きな関心が払われて
きたとは言いがたいのではないか。まして、日本以外の非西欧地域にお
けるグローバル化した契約法とローカルな契約意識との対立や相克は、
学問的にほとんど未開拓の領域であると言ってよい。
本稿は、アフリカにおける地域的な法統一と UPICC の関係を取り上
げて、この問題に光を当てることを目的とする。アフリカ出身の法律家
の間では、地域的な法の統一を主張する見解が、以前から存在してお
り3、1990年代に入ると、西アフリカないし中部アフリカの諸国によって
OHADA
（アフリカ商事法調和化機構）
が設立され、一定の成果を挙げた。
ところが、そうした実績を有する OHADA が、国際的にも高い評価を
受ける UPICC を全面的に採用して作成しようとした OHADA 統一契
約法は、意外にも、多くの抵抗に遭い、採択を断念するところまで追い
込まれてしまった。OHADA 統一契約法の作成作業が開始してから挫
折に至る一連の経緯と、その間にアフリカ内外の法律家が公表した論評
を、アフリカにおける地域統合の全般的な動きという文脈に置いてみれ
ば、グローバルな契約法が「アフリカ的な現実」に直面した時に、どの
ような事態が生じるかを明らかにすることができるであろう。
あらかじめ一つの視点を呈示するならば、アフリカの社会には三層の
構造が存在すると考えると、地域統合や法統一の動向が理解しやすくな
るように思われる。第一の層は、国際的なドナー（支援国、国際機関）
とその協力者であり、いわば最先端の理論にもとづいて改革を行おうと
する集団である。
第二の層は、
国内のエリートないし既得権を有する人々
によって構成される。歴史的な経緯等から、この階層もまたヨーロッパ
の強い影響を受けているが、そのよりどころとするヨーロッパの考え方
と、第一の層が持ち込む国際的な考え方とは一致すると限らず、そこに
緊張関係が生ずる余地がある。そして、第三の層として、ローカルな考
え方にもとづいて行動する社会構成員がある。各国で現実に行われる経
3

初期のものとして、たとえば Ndulo (1987); Ndulo (1993); Bamodu (1994)。最

近のものとして、Oppong (2011), pp. 106-111; Fombad (2013), pp. 54-56。Eiselen
(2015) も参照。
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済活動や社会生活は、かなりの部分がこの層によって担われていると考
えられるが、その実態は、第一の層が持ち込む理論とも、第二の層が依
拠する思想とも対応しない面があり、そこに乖離や不整合が発生する。
こうした三層の構造によって、いくつかの異なる次元でギャップが生ま
れ、それが地域統合や法統一の進行を妨げる場合があるように思われる
のである。
以下では、
まず、
アフリカにおける地域的法統一と OHADA について、
関係する制度を略述する（二）
。その上で、OHADA 統一契約法の作成
とその挫折について、経緯（三）と問題点（四）を検討する。最後に、以
上を踏まえて全体の結論を呈示したい（五）4。

二
１

アフリカにおける地域的法統一
アフリカ大陸と地域統合

アフリカには、
「スパゲッティ・ボウル」のような状態にあると言わ
れるほどに、多数の地域統合組織が互いに重複して存在する5。これを分
析する上では、アフリカ連合（AU）への統合アジェンダにおいて位置
づけを持つ地域統合組織と、それ以外の地域統合組織の区別が重要であ
る6。
AU の統合アジェンダは、1980年の「ラゴス行動計画」において、AU
の前身であるアフリカ統一機構（OAU）によって欧州をモデルとした経
済統合が提案されたことに端を発する。これを具体化した1991年のアフ
リカ経済共同体設立条約（アブジャ条約）では、アフリカ大陸全体をい
くつかのブロックに分けた上で段階的に経済統合を進めることとされ

4

本稿は、小塚・曽野（2015）を補完する研究であり、そこで論じた内容は、

可能な限り本稿では省略した。とはいえ、記述に最小限度の重複が残っている
ことは、あらかじめお断りしておきたい。
5

Broadman (2007), p.18.

6

Salami (2012), p.6. 概観として、藤本（2003）
。
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た7。ブロックごとの地域経済共同体として位置づけられた組織は、アラ
ブ・マグレブ連合（UMA）
、
サヘル・サハラ諸国国家共同体（CEN-SAD）、
西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）
、中部アフリカ諸国経済共同体
（ECCAS）
、 政 府 間 開 発 機 構（IGAD）
、 東・ 南 ア フ リ カ 市 場 共 同 体
（COMESA）
、東アフリカ共同体（EAC）
、および南部アフリカ開発共同
体（SADC）である8。
ところが、アフリカ経済共同体設立条約が採択された90年代初めは、
一方では社会主義体制の崩壊と冷戦の終結、他方では東アジアにおける
新興諸国の台頭に特徴づけられる歴史の転換期であった。ラゴス行動計
画の基本的な理念は、
「南北問題」のフレームワークでアフリカの経済
発展の遅れをとらえてその打開をめざすものであったため、こうした趨
勢の中で力を失っていった。そして、
これに代わる新たな考え方として、
市場の機能を重視するワシントン・コンセンサスの考え方が台頭し、ア
フリカの経済発展を目指した経済政策に強い影響を及ぼした9。その結果
が、市場における法ルールの統一を目的とした OHADA やアフリカ保
険市場会議（CIMA）
、アフリカ社会保障会議（CIPRES）といった地域
統合組織の創設であり10、独立当初から存在する組織を同じ時期に改組
してつくられた中部アフリカ経済通貨共同体（CEMAC）や西アフリカ
経済通貨同盟（UEMOA）の出現である11。これらが、AU の統合アジェ
7

正木（2003）
；片岡（2013）
；徳織（2013）
。

8

詳細は小塚・曽野（2015）参照。

9

佐藤（2007）
；金子（2010）
。その後、90年代後半には、市場の規律やガバナ

ンスを重視するポスト・ワシントン・コンセンサスが提唱されたが、アフリカ
でも、2001年に民主主義とガバナンスを謳った「アフリカ開発のための新パー
トナーシップ」
（New Partnership for Africa’s Development : NEPAD）が宣言
された（大林（2003）
；友田（2003）参照）
。
10

Awoumou (2008), p.112.

11

CEMAC と UEMOA は旧仏領の CFA フラン圏の通貨同盟であり、植民地

時代に宗主国が担っていた広域行政機能を，植民地の独立後も維持するため
に設立された行政機構を母体として設立されている。CEMAC については岡
田（2002）参照。現在は AU への統合アジェンダに位置づけられる EAC も、
その母体となった旧 EAC は、旧英領植民地国の広域行政機構に当たる。平野
（2002）
，pp.112-116, 118-120.
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ンダの枠外で存在する地域統合組織となった。
ところで、
「ラゴス行動計画」にもとづく地域統合組織の多くは、設
立条約において司法機関の設置を定めている12。これは、当時の欧州経
済共同体をモデルとしたためであろうと想像される。しかし、EAC を
例外として13、それらの地域統合組織はその目的に域内の法統一を含ま
ず、また現実にも実行していない。これは、ラゴス行動計画が、前述の
とおり南北問題のフレームワークを前提としていたことが関係している
と推察される。南北問題の視点からは、先進国との間の国際貿易が経済
格差の主たる原因であると位置づけられるので、政策アジェンダはもっ
ぱら域外との国際貿易ルールの改革をめざすものとなる。その結果、域
内や国内の法改革には関心が向けられないことになるのである。一方で、
地域統合組織の機関として司法機関を設けながら他方で法統一をアジェ
ンダに含まないことは、私法に対するスタンスとして一貫しないように
見えるが、その選択は、つまるところ、アフリカにおける第一の層であ
る国際的なドナーとその協力者の考え方を反映していたと考えられる。
そうだとすれば、国際的な考え方が再度転換し、市場メカニズムの重
視とそのために必要な制度的インフラストラクチャ─の整備に焦点が
移ったとき、それを反映する地域的な組織が出現することは、必然的で
あった。こうして、OHADA が創設されることになる。
２

OHADA の統一法14

OHADA の根拠となる条約は、1993年にモーリシャスのポート・ル
イスで締結された「アフリカにおける商事法の調和化に関する条約」
（OHADA 条 約 ）で あ る。 同 条 約 は1995年 に 発 効 し、 こ れ に よ っ て
OHADA が発足した。現在、OHADA の当事国は、サブサハラ・アフ

12

小塚・曽野（2015）
。

13

EAC については、曽野・小塚（2015）参照。

14

OHADA の組織について詳しくは、小塚・曽野（2015）参照。実務家による

紹介として、小野・山口・中山・菅（2014）55頁以下。
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リカの17か国である15。その大半はフランス法系の国であり、例外は、
フランス法地域と英米法地域が併存するカメルーン、スペイン法を継受
した赤道ギニア、ポルトガル法によるギニアビサウに限られる。もっと
も、OHADA 条約は、AU 構成国による加入を認めており（OHADA 条
約53条）
、他のアフリカ諸国に対しても開かれている16。こうした背景の
下で、2008年に OHADA 条約が改正され、それまでフランス語のみで
あった公用語に、英語、スペイン語およびポルトガル語が加えられた
（OHADA 条約42条）
。
OHADA は、前述のワシントン・コンセンサスにもとづく市場環境
の整備を意図した組織であった17。当時、OHADA 条約を締結した西ア
フリカないし中部アフリカの諸国は、一次産品の価格下落に苦しみ、外
国資本の導入を必要としていたから、商事法の統一には、域外からの投
資を促進するために法的な安定性を高めることが期待されたのである。
OHADA 条約によれば、OHADA は、
「商事」に関する事項について
統一法を作成する。その具体的な項目としては、会社法、商人資格、債
権回収、担保、執行、企業の再生および法的清算、仲裁法、労働法、会
計法、売買法ならびに運送法が明示されている。それに加えて、閣僚理
事会が全会一致で決議したときは、統一法の対象事項を追加することが
できる（OHADA 条約２条）
。
15

ベナン、ブルキナ・ファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、コートジボワー

ル、コンゴ、コモロ、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、マリ、ニ
ジェール、コンゴ民主共和国、セネガル、チャド、トーゴ。
16

当初は、OHADA が大陸法を前提とした組織と見られる可能性を懸念する

声も聞かれたが（Date-Bah (2004), p.271）
、現在では、コモンロー法圏でも、
OHADA への加盟に関心を示す国が表れているとも言われる。Fondufe and
Mansuri (2013), p.172. もっとも、カメルーンの英米法地域（北西州及び南西
州）への OHADA 法の適用は、裁判官の役割や法解釈の方法などにおけるフ
ランス法と英米法の違いから、混乱を招いたとも指摘されている。Tumnde
(2009a), p.66; Tumnde (2009b), pp.71-81; Fombad (2011); Fombad (2013), pp. 6970; Fombad (2015), pp.109-110.（これに対して、より楽観的な見通しを示すのは
Dickerson (2009) pp.107-108。
）
17

Dickerson (2005), pp.27-30; Dickerson (2010), p.105; Onana Etoundi (2005),

p.683.
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OHADA の設立後、2003年までの短期間に、条約で列挙された事項
に関する統一法が次々と採択された18。その内容は、別表に①～⑧とし
て掲げるとおりである。その後、2010年に統一共同組織法（⑨）が採択
されたが、それは、閣僚理事会によって追加された事項に係る統一法で
ある。これら９本の統一法によって、企業活動に関する法制度はほぼ網
羅されたと言える19。その後は、別表の⑩～⑫に示すとおり、一度採択
された統一法の改正が行われるようになり、新規の統一法作成は行われ
なくなった。OHADA の活動方針がそのように転換するきっかけになっ
たと思われる出来事が、2001年に着手された統一契約法の起草作業であ
る。
別表

三
１

OHADA 統一法一覧
①

1997年

統一商事通則法

②

1997年

統一商事会社法

③

1997年

統一担保法

④

1998年

統一倒産処理法

⑤

1998年

統一執行法

⑥

1999年

統一仲裁法

⑦

2000年

統一会計法

⑧

2003年

統一道路物品運送法

⑨

2010年

統一共同組織法

⑩

2010年

改正統一商事通則法

⑪

2010年

改正統一担保法

⑫

2014年

改正統一商事会社法

OHADA 統一契約法の試みと挫折
統一契約法の作成に至る経緯

18

簡単な紹介として、小塚（2004）
，p. 182以下。

19

Dickerson (2010), p.105.
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2001年に中央アフリカ共和国のバンギで開催された閣僚会合は、
OHADA 条約２条の規定にもとづいて、統一法のアジェンダを大きく
広げることを決定した。新たに対象として取り上げられたのは、競争法、
銀行法、知的財産法、民事会社法、共同組織法、契約法および証拠法で
あった。当時は、OHADA 条約２条に列挙された事項についての統一
法はほぼ採択を終え、また統一労働法および統一消費法が作成されつつ
あった20。そこで、当初の成果に満足した閣僚理事会は、統一法の対象
を一層拡大するという判断をしたものと考えられる。こうして、統一契
約法の作成が、OHADA のアジェンダに含まれることとなった。
翌年、閣僚理事会は、統一契約法の作成に関して、ユニドロワ（私法
統一国際協会）に協力を要請するよう事務局に指示を出した。この頃、
1994年に公表された『ユニドロワ国際商事契約原則』が国際的に高い評
価を獲得しており、それを発展させた草案の検討（後に2004年版の『ユ
ニドロワ国際商事契約原則』として結実する作業21）も進行していたこと
が、要請の背景にあったと思われる。ユニドロワはこの要請を受諾し、
『ユニドロワ国際商事契約原則』
の起草メンバーであったベルギーのフォ
ンテーヌ教授（Louvain 大学）に、OHADA 統一契約法の予備草案作成
を依頼した。その資金は、スイス政府が援助したもようである22。
２

起草の方針

ところで、OHADA においては、これまでの経験から、統一法を作
成する手順が確立されている23。制度上は、事務局が草案作成の責任を
負うが（OHADA 条約９条）
、実際には、当該分野の専門家が予備草案
を起草している。事務局は、起草された予備草案を各構成国の政府に送
付して意見を徴する。各国では、その都度国内委員会を設置し、草案を

20

Kéré (2008), pp.197-198.

21

その後、さらに改定を加えた2010年版が公表されている。その日本語訳とし

て私法統一国際協会（2013）
。
22

Fontaine (2004), p.574.

23

Fontaine (2004), p.574; Martor et al. (2007), pp.20-22.
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検討して、
90日以内に事務局に意見を提出しなければならない（OHADA
条約７条１項）。これをふまえて、すべての構成国の国内委員会が会合
を持ち、全会一致によって草案が確定される24。この草案に対しては、
各国政府に、再度、意見提出の機会が与えられた上で、提出された意見
を付した草案が、OHADA の司法・仲裁裁判所（CCJA）に呈示される。
CCJA は OHADA 条約との整合性を含め、統一法の草案を審査して、
勧告的意見を表明する（OHADA 条約７条２項）
。こうしたプロセスを
経た草案が閣僚理事会によって採択され、統一法となるのである。閣僚
理事会の決定も、
満場一致でなければならない
（OHADA 条約８条１項）
。
統一契約法の場合、
最初の予備草案作成をゆだねられた専門家が、フォ
ンテーヌ教授であった。前述の閣僚理事会の指示によって、統一契約法
は、基本的にユニドロワ国際商事契約原則を参照しつつ起草されること
となった。しかし、同時に、
「アフリカに固有の特徴」をも反映するよ
うに要望が出された。これに応えるため、フォンテーヌ教授は、３回に
わたり合計９か国を訪問して、OHADA 域内の実地調査を実行した。
それぞれの国で、公務員、裁判官、弁護士、公証人、法律学者、事業者
等を集めた集会が開催され、意見交換が行われた25。
フォンテーヌ教授によれば、起草にあたっては二つの基本原則を指針
とした。第一の原則は、ユニドロワ国際商事契約原則をできる限り忠実
に踏襲することである。ユニドロワ国際商事契約原則は、すでに世界で
よく知られており、学説の蓄積に加え、判例の収集も進んでいるため、
OHADA 統一契約法がそれとほぼ同一であれば、採択の直後から、そ
うした学説や判例にもとづく運用が可能になる26。この点は、OHADA
による法の統一が、法制度の予見可能性を高め、海外投資を促進するた
めの環境をつくることを目的とするのであれば、重要な意義を持つと考

24

国内委員会の設置および会合は OHADA 条約には規定されていないが、優

れた効果を上げてきたと評価されている。Martor et al. (2007), p.21.
25

Fontaine (2004), p.577. 他の構成国に対しても、ユニドロワを通じて、質問状

による情報収集が行われた。
26

Fontaine (2004), p.577.
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えられた27。
第二の原則は、OHADA からの要望にもとづき、「アフリカに固有の
特徴」
を反映させることであった。
しかし、
起草者のフォンテーヌ教授は、
そのような
「特徴」
を見出すことはできなかったと回顧する。そもそも、
伝統的な取引慣行などは、仮に存在する場合でも明確な形をとったもの
ではなく、また特定の取引類型等を離れて、契約一般に妥当する通則と
して定式化できるわけでもなかった。他方で、植民地支配を通じて西欧
法を継受したという点は、アフリカ諸国に共通する「特徴」であるとも
言えるが、継受した西欧法が、OHADA の現構成国の間でも、フラン
ス法、スペイン法、ポルトガル法、そしてコモンローとそれぞれに異な
るので、
統一的に適用可能な特徴とはならない28。社会的な状況として、
識字率の低さは多くのアフリカ諸国に見られる問題であるが、それを法
的な文脈で勘案した結果は、書面によらずとも契約の拘束力を広く認め
るべきだという提案になり、別途予定されていた統一証拠法で対応すべ
き問題と整理された。いま一つの社会的な考慮要素としては、
「司法文
化」
（culture juridique）の欠如、すなわち紛争があっても裁判を通じて
解決しようとしない社会的な風潮があるが、それを統一契約法の条文に
反映させることは、それ自体が一種の概念矛盾であろう29。
こうして、
「アフリカに固有の特徴」として考慮するに足りるものは、
結局見いだされないとされた。その結果、起草は第一の原則に沿って進
められ、ユニドロワ国際商事契約原則をきわめて忠実に踏襲した予備草
案が作成された。ユニドロワ国際商事契約原則に、当時、該当する条文
が含まれていなかった項目については、ヨーロッパ契約法原則やオラン
ダ民法典、
ケベック民法典が参照された30。ある研究者の分析によれば、
ユニドロワ国際商事契約原則をそのまま採用した条文は161か条、修文

27

Onana Etoundi (2005), p.687.

28

まして、OHADA がアフリカ大陸全体に構成国を広げていこうとするので

あれば、特定の法系に依拠するわけにいかないことは明らかであった。コモン
ロー法圏からの指摘として、Date-Bah (2004).
29

Fontaine (2013a), nos.4-10.

30

Fontaine (2004), p.584.
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の上で利用した条文が31か条であり、同原則とは別に書き起こされた条
文数は35か条にとどまる31。予備草案に続いて逐条的な解説も作成され、
両者は、2004年９月に OHADA 事務局に提出された32。
３

統一契約法草案の現状

統一契約法の予備草案は、契約自由の原則を基調としつつも、ユニド
ロワ国際商事契約原則を多く取り入れた結果、信義則を重視し、当事者
間の均衡にも配慮した上に、いったん成立した契約を維持するための規
範を多く取り入れるなど、先端的な契約法となった。手段債務と結果債
務の区別のように、OHADA 諸国の独立後にフランスで発展した理論
も反映されている33。これが採択されていれば、統一契約法は OHADA
諸国の契約法を現代化する効果を持ったであろう。
しかし、予備草案を統一契約法として採択する作業は、それまでの統
一法の場合と異なり、多くの困難に逢着した。意見を提出した国内委員
会が少数にとどまるなど、組織運営の面にも問題が生じたが34、予備草
案の内容に対する批判も提起され、実質的には、そうした反対論によっ
て作業が進められなくなったのが実情であった（後述四）。
そこで、2007年にブルキナ・ファソのワガドゥグーで、
「OHADA 契
約法の統一」
と題するコロッキウムが開催された35。これを受けて閣僚理
事会は、予備草案に対して提起されている問題の検討を事務局に指示し
たが、結局、2010年になって、統一契約法の作成を決定した2001年の閣
僚理事会決定を取り消す旨の新たな閣僚理事会決定がなされた。それに
代わるプロジェクトとして、リース契約やファクタリング契約等の契約
各則に関する統一法を検討するというアイディアが呈示されたため、翌

31

Michaels (2015), para.149.

32

その後、若干の修正を加えて2005年９月に確定されたものが Uniform Law

Review [2008] pp.521 et seq. に掲載されている。
その概観として Fontaine (2008).
33

予備草案の内容的な特徴について、Fontaine (2008), pp.206-210.

34

Fontaine (2013a), nos 13-17.

35

Actes du Colloque (2008).
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2011年に、
「商事契約の実務と地域的なハーモナイゼーションのプロセ
ス」に関するコロッキウムが ERSUMA の主催によりガボンのリーブル
ビルで開催され、さまざまな意見が示された36。しかし、現在までのと
ころ、具体的な統一法作成の決定は行われていない37。他方、フランス
の大陸法財団は、2008年に、OHADA 事務局の要請を受けたとして、
統一債務法の検討を３名の著名なアフリカの法律家に委託している38。
その中では、フォンテーヌ教授の予備草案を精査した上で、OHADA
域内の法的な文化に合致した統一債務法予備草案を作成するとされた
が、その成果は、現在に至るまで公表されていない。

四
１

統一契約法を挫折させたもの
統一契約法草案の適用範囲

予備草案に対する反対論の中でも、特に強く主張された点の第一は、
適用範囲の問題であった。具体的には、民事契約と商事契約を区別して
商事契約にのみ適用するか、そのような区別なくすべての契約に適用す
るか、という問題が論点である。起草段階から議論になったため、予備
草案では、
両案が併記されている
（00/1条
［無限定適用案］および0/1条［商
36

Ecole regionale superieure de la magistrature (ed.), (2011). コロッキウムは、

その性質上、特定の意思決定を行うわけではないが、総括報告は、①新種商事
契約の統一の検討、②既存の OHADA 統一法による規律の改善（特に経営委
任と暖簾の現物出資）
、③行政契約に OHADA の活動を拡大することの検討、
④債務法の抵触規則および判決と仲裁判断の承認執行のハーモナイゼーショ
ン、⑤ CIMA の保険法典の取り込み、⑥法律関係者の教育の推進、⑦アフリ
カの現実と複数法系の経験を考慮した法統一の理論的分析、を提言している
（Samb（2011）
）
。
37

以上につき、Fontaine (2013a), nos 25-27.

38

受託したのは、Joseph Issa-Sayegh 教授（ニース大学・アビジャン大学）
、

Gérard Pougoue 教授（ヤウンデ大学）
、および Michel Filiga Sawadogo 教授（ワ
ガドゥグー大学）
。OHADA 事務局の「要請」は、
時期的に見て、
2007年のコロッ
キウム後に閣僚理事会が命じた問題点の検討を実施する目的で行われたもので
はないかと思われる。
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事契約限定案］
）
。しかし、フォンテーヌ教授は、民商事契約の区別に実
益はなく、両者の適用範囲をめぐって争いを生ずるだけであろうと述べ
て、適用範囲を限定しない案を推奨した39。
これに対する批判は、表面上は、OHADA による法統一の対象が商
事法に限定されているときに、民事契約法は管轄外なのではないかとい
う点に向けられる。しかし、実質的な懸念としては、商事契約の枠を超
えて民事の基本ルールにまで OHADA 統一法が及ぶと、各国の法律家
にとって受け入れがたいものになるのではないかという指摘がなされて
いた。論者によれば、そもそも OHADA 法は、まだ域内で十分に浸透
していない。また、仮に規定どおり適用されるようになれば、国内の最
上級審裁判所に代わって CCJA が管轄を有することになるので、抵抗
感は一段と大きくなる40。従って、OHADA 法の適用範囲は商事に限定
することとして、統一契約法草案の内容（すなわちユニドロワ国際商事
契約原則の規定）に合理性を認め、民事契約にもそれを適用したいと考
える国があれば、
同一の条文を国内法として制定すればよいではないか、
とこの論者は主張した41。
こうした主張の背景には、OHADA 統一法が持つ制度上の強い効力
と、その運用実態との乖離がある。OHADA の統一法は、
「それ以前又
は以後に制定された国内法上のこれと反する規定にかかわらず、構成国
において、直接的に適用され、かつ拘束力を有する」とされている
（OHADA 条約10条）
。この条文の意味について、CCJA が2001年の勧告
的意見で明らかにした解釈は、統一法が批准や編入等の国内実施手続を
経ずして各構成国で適用されること
（統一法の超国家的効力）に加えて、
統一法と内容的に抵触する既存の国内法は当然に効力を失い、また将来
のそうした国内立法も禁じられる（統一法の法令廃止効）
、というもの
であった42。学説の中には、さらに進んで、この条文により統一法の規

39

Fontaine (2004), p.580.

40

Meyer (2008), p.397.

41

Onana Etoundi (2005), pp.710-715.

42

CCJA, Avis No 1/2001/EP (30 avril 2001), Ohadata J-02-04. See Diedhiou

(2007).
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定はすべて強行的に適用され、当事者の合意による逸脱を許さないと述
べるものもある43。このように、OHADA 統一法は、制度の建前上はき
わめて強い効力を持つ。
しかし、実態としては、OHADA 統一法の存在が広く認知されてい
るとは言いがたい。CCJA の判決や勧告的意見をデータに即して分析し
た研究によれば、CCJA への付託・上告の大半はコートジボワールとカ
メルーンの２国からのものであり、他の国からの付託・上告件数は限ら
れている。また、付託・上告が行われた事案の大半は統一執行法を適用
したものであって、それ以外の統一法がどの程度浸透しているかは、明
OHADA 法に対する認知は、
らかではない44。このデータが示す実態は、
徐々に広がりつつあるとはいえ、その度合いはまだきわめて不十分だと
いうものである45。そうした背景の下で、国際的なドナーとそれに連携
した第一の層が理想に走れば、従来の制度に慣れ親しんだ国内エリート
からなる第二の層の支持を失っていくことは避けられないであろう。統
一契約法の適用範囲を限定しようとする論者は、そうした危惧を抱いて
いたものと思われる。
２

アフリカ契約法と「コーズ」

OHADA 統一契約法の予備草案に対するいま一つの強い抵抗は、そ
れがコーズの概念を持たない点に向けられた。モデルとなったユニドロ
ワ国際商事契約原則は、
特定の法系を前提としない一般原則であるから、
フランス法のコーズ（または英米法の約因）の概念を採用していない。
しかし、フランス法やスペイン法、ポルトガル法の体系に親しんだ
OHADA 域内の法律家にとって、コーズの概念を持たない契約法を咀
43

Kenfack Douajni (2003)。しかし、そのような考え方をとると、契約法のよ

うに多くの任意規定を含む統一法の場合に困難を生ずるであろう。Cf. Onana
Etoundi (2005), pp.704-706.
44

フランスの会計システムに強い影響を受けつつ、国際財務報告基準（IFRS）

の適用をも視野に入れたとされる統一会計法（小関（2013a）
、
小関（2013b）参照）
についても、
ほとんど実施されていないと指摘する論者もある。Ntongho (2012).
45

Onana Etoundi (2008). 簡単な紹介として、小塚・曽野（2015）
。
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嚼することは容易ではない46。
これに対しては、機能的に見れば、コーズの概念によって実現される
効果は、ユニドロワ国際商事契約原則でも、従ってまた統一契約法の予
備草案においても、他の形で確保されているという反論がなされた47。
しかし、問題はコーズという概念の機能ではなく、法律家の思考様式に
対する「フランス民法典の影響力」は簡単には消えないという点にあっ
た48。見方を変えれば、それもまた、同時代の国際標準を持ち込もうと
する第一の層（国際的なドナーとその協力者）に対して、一世代前のヨー
ロッパ（OHADA においては特にフランス）が確立した枠組みに依拠す
る第二の層（国内エリート）が示した違和感であったと考えられよう。
３

アフリカ社会にとっての統一契約法

ところで、第二の層もまた、アフリカ社会全体から見れば、接ぎ木さ
れたヨーロッパとも言うべき存在である。従って、一般の社会構成員と
いう第三の層にとって、OHADA 統一契約法がどのような意味を持ち
得たかという点は、
また別の議論があり得るであろう。これに関しては、
二つの相反する方向性が示されている。
一つは、アフリカ経済に大きなウェートを占めるインフォーマル・セ
クターに関心を示す見解である49。インフォーマル・セクターの取引主
体は、商人登記を行っていないから、統一契約法の適用を商事契約に限
定すれば、その対象外となる。また、コーズや約因を契約の要素とする
法体系は、法律の素養がなければ理解が難しいであろうから、そうした
法体系もまた、インフォーマル・セクターの担い手にとっては意味を持
たないものとなる。しかし、インフォーマル・セクターに対してこそ契
46

Fontaine (2004), p.583.

47

Fontaine (2004), p.583; Chappuis (2008).

48

Fontaine (2013a), no 18; Mbaye (2004), p.534; Mestre (2011), p.494.

49

なお、インフォーマル・セクターといっても、租税などは負担している場

合もあり、必ずしも違法活動などを意味するとは限らない。そこには、本来は
踏むべき行政的な手続を怠り、そのために制度上の存在として認知されない経
済主体が、広く含まれる。See Dickerson (2011), pp.463-464.
［15］

北法66（4・302）1236

OHADA（アフリカ商事法調和化機構）による統一契約法の挑戦と挫折

約法を適用し、現金によらない信用取引を可能にしたり、共同事業の展
開を容易にしたりするような法制度を整備する必要があるのではないか
と、この見解は主張する50。それは、私法の機能を経済発展のツールと
して徹底し、市場メカニズムを働かせるために必要な制度枠組という観
点から、民事法の改革を進める立場であるということができよう51。
もう一つの方向性は、ヨーロッパの思考枠組を離れてアフリカ社会に
存在する、いわば伝統的な契約観を、統一契約法に反映する必要性を主
張するものである。たとえば、契約法に「アフリカ的特徴」は見いださ
れなかったというフォンテーヌ教授の見解とは異なり、アフリカには伝
統的に、契約を神聖なものと見る考え方が存在し、植民地時代以降の民
法典の下でも、維持されてきたという指摘がある。この論者は、伝統的
な証言方法によって契約の成立が証明されるのであれば、その拘束力を
認めてよいのではないかと主張する52。同様に、アフリカの伝統社会に
おける「契約」は、西洋法が考える「法的」な概念とは異なるものである
という観点を強調する別の論者は、伝統的な契約観の下では、一方当事
者による履行の着手が契約の成立を意味するので、それまでの間は、相
手方は自由に契約を解除することができると述べ、OHADA の統一契
約法は、こうした伝統的な契約観を取り込むべきではないかという問題
を提起する53。
アフリカ社会において、西洋法とは異なる伝統的な法律観、契約観が
存在し、西洋法の継受以後も社会の中では維持されてきたとしても、驚
「日本人の契約観」を繰り返し論じてきた日
くには値しないであろう54。
本の法律家にとっては、むしろ当然の指摘にすら感じられる。しかし、
そうした伝統的な契約観を、OHADA の統一契約法に採用すべきか否
かは、改めて政策判断を必要とするのではないか。OHADA 法の目的
50

Dickerson (2010), pp.112-117; Ngom (2011), p.450. See also Dickerson (2011),

pp.29-30.
51

このような考え方については、小塚（2014）
。

52

Onana Etoundi (2005), p.702.

53

Mancuso (2011).

54

アフリカにはコンセンサス重視の伝統（Ubuntu spirit）があり、法制度にも

それを反映させるべきだという指摘もある。Ntongho (2012).
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が外国資本の導入にあるのであれば、外国企業にとって理解が困難な伝
統的契約観は、その妨げになるであろう55。さらに言えば、海外からの
投資に直接かかわる国際取引だけを取り出せば、そうした伝統的な契約
観がどこまで影響を残しているかも、よく検討する必要があると思われ
る。
結局のところ、ここでは、OHADA が何のために統一契約法（さらに
言えば、統一法全般）をつくるのか、が問われることになる。それは、
アフリカにおいて、第一の層が、第三の層とどのようなスタンスで向き
合うのかという大きな問題が、法律の分野で表現されたものであるとも
言えよう。

五

まとめ

アフリカでは、早くから地域的法統一が理想として語られ、1990年代
には、OHADA が私法（商事法）の統一そのものを目的とする地域的組
織として設立された。地域的な法統一に対して、少なくとも政治レベル
ではきわめて冷淡であったアジアとは対照的に56、アフリカは、地域的
法統一に積極的であるように見える。
それらの動きは、第一に、私法制度に対する国際的な考え方との間に
強い連関を有する。
「ラゴス行動計画」における地域統合では、南北問
題のフレームワークを前提に、当時の欧州経済共同体がモデルとされた
結果、多くの地域統合組織に司法機関が設置されながら、私法の統一・
統合には関心が向けられなかった。これに対して、いわゆるワシントン・
コンセンサスが支配的になり、市場経済体制にもとづく発展が政策課題
に な る と、OHADA に よ る 私 法 統 一 が 進 行 す る。 世 界 銀 行 の Doing
Business ランキングのような新しい考え方も、アフリカでは敏感に反
映される傾向にある57。

55

Fontaine (2013b), p.64; Vogenauer (2011), p. 439.

56

アジアにおいて、私法の統一、より一般的には地域統合における司法機関

の役割に対する関心が薄いように見えることについては、
Jaluzot（2012）参照。
57

世界銀行の Doing Business ランキングについて、
簡単には小塚（2014）参照。
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第二に、こうした国際的な潮流への感応性の高さは、国外の動きと直
接につながりを持たない国内エリートの間に抵抗を惹き起こす場合があ
る。
国際的な潮流を受けて作られる制度が理想主義的であればあるほど、
それに対する国内エリートの警戒心も強固になるかのようである。順調
に法統一を進めてきたように見えた OHADA において統一契約法の作
成が挫折したことは、それを典型的に示す事態であった。
その結果、
第三に、
仮に国際的な影響力が国内エリートの抵抗に勝り、
私法の統一が法文上は実現したとしても、それが現実の取引や社会関係
に変革をもたらすか否かは、また別の問題である。CCJA の利用には当
事者の所在国及び案件の内容において偏りが指摘されており、統一法の
解釈が華々しく喧伝される反面で、OHADA 法が実務に浸透していく
速度は緩慢である。まして、近代的な法制度の外に置かれたインフォー
マル経済や伝統的な契約観をどのように位置づけていくべきかについ
て、見解の一致は見られていない。
このように、アフリカにおける法統一は、契約法をめぐる国際的な潮
流とローカルな法意識を背景に持つ国内勢力との関係を考察する上で、
きわめて興味深い事例を提供している。これまで、
「日本人の法意識」
をめぐって多くの議論が行われてきた日本においてこそ、OHADA 統
一契約法の研究は、行われるべきものであるように思われる。

〈本研究は JSPS 科研費24330025、15H01917の助成を受けたものであ
る。〉

OHADA 統一契約法についても、Doing Business がコモンローの大陸法に対
する全般的な優位を主張することに対し、法系を超えた存在としてのユニドロ
ワ国際商事契約原則に依拠することで対応しようとしたという側面もある。
Fontaine (2008), p.212. なお、世界銀行と国際金融公社は、OHADA の活動と
それに伴って構成国で行われた一連の制度改革を高く評価する報告書を公表し
ている。Fondufe and Mansuri (2013), p.172; La Banque mondiale & la Société
financière internationale (2011).
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序章
１

本稿の目的
不法行為等の加害行為によって、被害者は損害を被るが、それととも

に利益を受けることがある。この利益を損害から控除することを損益相
殺という。一般には、
「賠償権利者が、損害を被ったのと同時に、同一
原因によって利益を受けた場合に、損害から利益を差し引いてその残額
1
などと定義されている。
をもって賠償すべき損害額とすること」

損益相殺は、
損害論の一部と考えられており2、その対象となる利益も、
生命侵害の場合の生活費の控除から、公的年金の控除まで幅広い。しか
し、その理論的・実務的重要性にもかかわらず、損益相殺に関する研究
は少ない。かつて、澤井裕は、その論文において、Oertmann が、損益
相殺は「損害賠償理論の最も興味のある且実際にも最も重要なものに属
する」にもかかわらず、これに関する論文は「奇妙に」少ないと述べた
ことを引用した上で、
「エルトマンのなげきは、現代の日本にこそあて
はまる」と指摘している3。この澤井の指摘が50年以上経過した今日でも
妥当することは、奇妙なことであるが、澤井論文とそれ以降の状況が証
明している。
今日の教科書において、相当因果関係による説明とともに、損益相殺
は、利益が損害を填補する関係にある場合になされる旨の説明はよく見
られる記述である。この、利益が損害を填補する場合に損益相殺がなさ
れるとの考え方は、日本においては、澤井が提唱したものと思われる4。
澤井は、損益相殺の要件として、因果性・直接性・填補性の３つを指摘
したが、
このうち最も重要なものは填補性である5。しかし、澤井論文は、
未完で終わっており、最も重要な填補性の意味を充分明らかにしている
1

於保不二雄『債権総論』
（有斐閣、新版、1972年）145頁。

2

例えば、
潮見佳男
「差額説と損益相殺」
法学論叢164巻１～６号105頁
（2009年）
。

3

澤井裕「損益相殺（一）
」関西大学法学論集８巻３号281頁（1958年）
。

4

澤井・前掲注（３）
「損益相殺（一）
」281頁。

5

澤井裕「損益相殺（二）
」関西大学法学論集８巻５号474頁（1959年）は、
「
“損

失を填補する”とはどういう意味なのかを説明する」ことを「いわばこの研究
の本論」としている。
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とは言い難い。そして、今日の学説は、澤井が充分明確にしなかった、
それゆえ、曖昧なままの「填補」や「同質」という言葉を、50年以上明確
にすることなく、
（おそらくイメージのままで）
使用している。現在では、
日本においても、損益相殺に関する判例の蓄積も進み、それゆえ、損益
相殺に関する判例評釈も珍しいものではなくなってきている。この限度
では、現在の損益相殺に関する研究は、澤井の時代より進歩していると
言えよう。しかし、損益相殺の要件に関する基礎的な研究は、澤井の時
代からほとんど進歩していないのではないかと思われる。
私は、このような停滞の原因は、損益相殺に関する基本的な理解の誤
りにあるのではないかと考えた。
基本的な理解が誤っているのであれば、
小手先の議論を繰り返したところで、問題解決には近づき得ないからで
ある。
日本法における、損益相殺の根拠のうち、代表的なものは、「損害賠
「損害概念」
（差額説を前提に）7、
「公平の観点か
償の目的」
（原状回復）6、
8
といったものである。これらは、損害賠償の局面において、利
ら当然」

益が発生した場合は、その利益を控除すべきであるということを前提に
している。しかし、民法には、利益の控除を命じた規定は存在しない。
しかも、損益相殺されない利益が存在することについては異論がない。
また、今日、教科書等において、一般的に損益相殺が承認されるのは、
人身損害の問題に限定されている。それゆえ、果たして、損害賠償一般
について、原則として、被害者に生じた利益を控除すべきであると言い
うるのか疑問が生じるのである。
従来、日本法では、損益相殺という原則は、いわば自明のものとみな
していたように思われる。その結果、損益相殺という原則の当否につい
9
など
ては、充分検討されていない。しかし、損益相殺は「当然の法理」

とされるが、その根拠は、既に見たように、非常に抽象的である。そし
て、具体的な問題の解決において、常に損益相殺が肯定されているわけ

6

石坂音四郎『日本民法債権総論（上）
』
（有斐閣、1916年）326頁など。

7

澤井・前掲注（３）
「損益相殺（一）
」284頁など。

8

内田貴『民法Ⅱ』
（東大出版会、第３版、2011年）455頁など。

9

内田・前掲注（８）455頁など。

［27］

北法66（4・290）1224

損害賠償法における損益相殺に関する総合的研究（１）

でもない。
このような現状を前提とする限り、利益の控除は果たして原則と言い
うるのか充分検討する必要があるように思われる。そして、損益相殺の
要件を明らかにするためにも、損益相殺についての基本的な考え方を明
らかにすることが、今後の実務や議論の発展のために必要である。そこ
で、損益相殺の要件を視野に入れつつ、損益相殺の基本的な考え方につ
いて検討することとする。予め、本稿の結論を述べておくと、少なくと
も、日本法においては、被害者に生じた「全ての」利益を控除すること
を原則とすることは認められない。
なお、本稿は、損益相殺との関係で、損害の把握についても取り扱う
が、特定の損害論を前提として採用し、または、その当否を述べるもの
ではないことを、最初にお断りしておきたい。
２

検討対象
損益相殺について検討する論理的前提として、損益相殺が何かを特定

する必要がある。損益相殺の意義については、歴史的な検討も踏まえて
後で詳しく検討するが、ここでは、検討対象を特定するために、差し当
たり損益相殺の定義を行っておきたい。既存の定義は、冒頭の於保の定
義のように、定義自体に損益相殺の要件を取り込んでいるものがほとん
どであり、検討対象を明らかにするためには適当ではないと思われるか
らである。
本稿は、損害賠償法の一分野を扱うものであるから、ここでいう「損
益相殺」とは、特別の必要の無い限り、損害賠償法上の問題に限定する。
そして、損害賠償は、賠償権利者（と主張する者）の賠償義務者（と主
張された者）に対する損害賠償請求権の成否及びその範囲に関する問題
である。賠償義務者については、何らかの利益が生じたとしても、それ
によって、賠償されるべき損害を減少させる論理が存在するようには思
えない。そうすると、賠償権利者またはこれと一定の関係にある者につ
いて利益が生じた場合のみが問題となる。そこで、さしあたり、賠償権
利者またはこれと一定の関係にある者に何らかの利益が生じた場合に、
それを理由に、損害賠償において、賠償されるべき損害を減少させるこ
とを損益相殺と呼ぶこととする。
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もっとも、一口に損害賠償と言っても様々なものが存在する。一般的
に思い浮かべるものは、不法行為（民法709条以下）や債務不履行（民法
415条）によるものであろう。しかし、民法においても無権代理人の損
害賠償責任（民法117条１項）などの特殊な責任が存在するし、金銭債務
の不履行の場合の損害賠償は、債務不履行の一種であるが、不可抗力に
よる免責が認められていない点や損害賠償額が法定されている点でかな
り特殊な責任であるということができる（民法419条）。判例・裁判例で
損益相殺が問題となった規定を見ると、商法旧266条１項５号（現行法
の会社法423条１項に相当する。
）の規定する株式会社の取締役の会社に
対する責任や地方自治法242条の２第１項４号の規定する普通地方公共
団体の執行機関の公共団体に対する損害賠償請求など、民法だけでなく、
公法分野にも及んでいる。損益相殺という概念は、このように幅広い分
野において採用されてきたのであって、本稿も民法上の損害賠償に限定
することはせず、幅広く損害賠償一般における損益相殺を扱うことにす
る。
なお、損益相殺は、損害賠償の要件を充足し、なおかつ利益が発生し
ていることを前提にしている。したがって、これらの点については、本
稿では所与のものとして、検討の対象から除外するものとする。
３

検討の視点と順序
既に述べたように、本稿は、損害賠償において、賠償権利者またはこ

れと一定の関係にある者に生じた利益を控除するという原則が存在する
のかという視点から、損益相殺に関する基本的な考え方を検討するもの
である。さらに、損益相殺に関する「原則」を確認した後に、損益相殺
の根拠についても、検討を行う。これらの理論的な検討の結果は、具体
的な場合における妥当性を検討することによって、理論的のみならず、
現実にも妥当しうるものであることを確認する。
なお、本稿は、日本法における損益相殺を扱うものであるから、その
議論の出発点として、日本法のこれまでの議論を参照しておく必要があ
る。
そこで、本稿は、日本の判例および学説（第１章）、歴史的に見た損
益相殺（第２章）
、比較法的に見た損益相殺（第３章）
、基本的な考え方
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の検討（第４章）及び具体的な場合における検討（第５章）で構成するこ
ととする。
第１章の日本法は、今日の観点から見た、損益相殺の議論の状況につ
いて、適切にまとめた文献を見つけることができなかった10ため、本稿
の観点から、日本における損益相殺の議論の経緯や状況を要約したもの
である。なお、時系列的には第２章以下と前後することがあるが、これ
については、第２章以下の関連する箇所で指摘することで対応する。
第２章の、歴史的に見た損益相殺は、日本法に紹介される以前の損益
相殺の議論について検討する。損益相殺は、かつては、ローマ法に由来
するものと説かれた11。そこで、ローマ法から、日本に紹介される直前
までの損益相殺の議論を取り上げる。この歴史的な検討は、比較検討の
材料を提供するとともに、日本法及びドイツ法における損益相殺の議論
がどのような基盤の上に形成されてきたものであるかを明らかにし、こ
れらの議論の理解に役立つものと考える。
第３章の比較法的に見た損益相殺においては、外国法として、ドイツ
法、アメリカ法及びオランダ法を取り上げる。ドイツ法は、いうまでも
なく、日本の損害賠償法理論の発展に大きな影響を与えており、損益相
殺も、ドイツ法から紹介された概念である。それゆえ、ドイツ法の議論
を参照することは、日本の議論を理解する上でも有益であると考える。
アメリカ法は、collateral source rule という、いわば、損益相殺の否定

10

日本法における損益相殺の議論の経緯をまとめたものとして、松浦以津子

「損益相殺」星野英一編集代表『民法講座第６巻事務管理・不当利得・不法行為』
（有斐閣、1985年）681頁があるが、既に30年が経過し、そのため、特に法的同
質性説との関係で、その後の補充が必要となっている。また、損益相殺につい
て検討する最近の論文としては、井手上侑生「損益相殺法理の探求─判例によ
る損益相殺の批判的検討─」龍谷大学大学院法学研究第14号29頁（2012年）も
あるが、日本の学説として紹介しているのは中島玉吉や鳩山秀夫までである。
11

損益相殺はローマ法に由来する原則であると説くものとして、坂千秋「損益

相殺ニ就テ（一）
」法学協会雑誌37巻５号780頁以下、同「損益相殺ニ就テ（二）
」
法学協会雑誌37巻６号952頁以下、同「損益相殺ニ就テ（三完）
」法学協会雑誌
37巻７号1107頁以下（以上、1919年）がある。損益相殺はローマ法に由来する
というのは、当時の日本の通説であった。
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を原則として採用している。既に述べたように、日本法においては、こ
れまで概ね損益相殺は原則と考えられてきた。そのため、アメリカ法に
おいて、collateral source rule が採用されている理由を知ることは、異
なる視点から損益相殺の問題を捉えることになり、日本法を検討する上
でも有益であると考えられる。オランダは、ヨーロッパにおいて、比較
的新しい民法典を持つ国であり、その民法典はドイツ法の影響を強く受
けている。オランダ新民法典は、損益相殺に関する一般条項を含んでお
り、その内容やそれに至った議論の経緯を参照することは、オランダと
同様、
ドイツ法の影響の強い日本における議論にも有用であると考える。
以上の資料を検討した上で、第４章において、損益相殺についての基
本的な考え方を明らかにすることを試みる。さらに、第５章においては、
第４章で明らかにした考え方を具体的な事例へ当てはめることで、この
考え方が、実務上も有用であることを明らかにする。

第１章
第１節

日本の判例および学説
はじめに

日本における損益相殺の議論は、要件論を中心に発展してきた。初め
に唱えられたのは、相当因果関係説であり、その後、法的同質性説が展
開された。前者は石坂音四郎が紹介したものであり、後者は澤井裕が提
唱したものである。いずれも学説に大きな影響を与え、また、後者は、
判例にも影響を及ぼしている。
そこで、
この２つの見解を中心に、
日本の判例および学説を概観する。
第２節
第１

損益相殺理論の流れ
損益相殺の紹介

周知のように、
民法には、
損益相殺について明文の規定は存在しない。
また、民法の起草者らの著作には損益相殺に言及するものはない12。そ
12

松浦・前掲注（10）
「損益相殺」682頁。
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こで、損益相殺という概念がいつ日本法に現れたかが問題となる。
損益相殺を日本に紹介したのは、石坂音四郎といわれている13。石坂
は、その教科書で、Oertmann や Walsmann の文献を引用しており14、
ドイツでの議論を受けて、日本に損益相殺概念を紹介したとみられる。
石坂以後、我が国の損益相殺に関する議論はドイツの議論に大きな影響
を受けて発達していく。ここでは、その出発点というべき、石坂による
損益相殺の説明を確認する。なお、石坂は、損益相殺を損得相殺と呼ん
だが、いずれもラテン語の compensatio lucri cum damno の訳語である
ことに疑問の余地はなく、
両者は
「lucri」
（lucrum 利得、利益を意味する。）
の訳を異にするだけで同じ意味である。
石坂は、損害賠償において、
「損害賠償義務発生ノ事実ニ因リテ被害
者カ損害ト共ニ利益ヲ得タル場合ニハ損害ノ額ヨリ利益ノ額ヲ控除シタ
15
として、損益相殺を賠償額の減額事
ル残額カ即、賠償スヘキ額ナリ」

由と位置付けた。
そして、石坂は損益相殺の根拠を、損害賠償の目的に求めた。すなわ
ち、損害賠償の目的は、損害を受けた者に損害を受けなかった場合と同
一の地位を回復させることにある。そのため、損害賠償によって被害者
を利得させてはならないという。そして、
「損得相殺ハ損害賠償ノ観念
ヨリ当然生スルモノニシテ他ニ法典上ノ根拠アルヲ要セス」としながら、
同じく利得禁止をその趣旨とする民法422条があることも、損益相殺を
認めるべき根拠として指摘する。このように石坂は、損害賠償における
利得禁止から損益相殺が導かれると考えていた。
石坂は、損益相殺の要件として、損害賠償義務発生原因事実16と利益
との「適当条件」
（adäquater Kausalzusammenhang。すなわち、現在の
相当因果関係）
を挙げる。
石坂は、
相当因果関係が要求される理由として、
13

松浦・前掲注（10）
「損益相殺」682頁。

14

石坂・前掲注（６）
『日本民法債権総論（上）
』329頁など。

15

石坂・前掲注（６）
『日本民法債権総論（上）
』326頁。

16

石坂は、ドイツの学説を挙げつつ、同一の損害発生の原因となる事実から

損害と利益が発生することを要するとの説を否定し、損害賠償義務発生原因事
実の同一性で足りるとする。しかし、両説の間に具体的にいかなる違いがある
のかについては言及していない。
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損害賠償においては相当因果関係のある損害を賠償することを要するの
であるから、
相当因果関係のある利益も相殺しなければならないという。
すなわち、石坂は、損益相殺の要件として、損害賠償における因果関係
と同じ、相当因果関係が必要であると考えていた（以下、このように、
損害賠償における相当因果関係と同じ因果関係を必要とする考え方を
「相当因果関係説」ということにする。
）
。なお、石坂は損益相殺の要件
として、利益が独立的であることも必要とする。この要件は、一部滅失
における残部を、損益相殺の対象から除くものである。例えば、焼失し
た家屋の灰や、殺された動物の死体は、損益相殺されるべき利益ではな
いという。このような場合は、
「損得相殺ノ適用ナク当然ニ損害ノ部分
ノミヲ賠償」すべきものとする。この点においても、石坂が損益相殺を
損害額の減少ではなく、損害と利益とが存在する場合に、賠償額を減少
させる事由であるととらえていることが現れている。
石坂は、損益相殺を、過失相殺や賠償者代位（民法422条）と並べて記
述しており、損害賠償における一般的な賠償額の減額事由の一つとして
位置付けていたものといえる。また、９つもの多様な例を挙げて説明し
ており、特定の事例を想定して損益相殺を論じたわけではないと考えら
れる。実際頻繁に生じる問題として、親族に対する扶養請求権、保険金
及び土地収用における土地の残部の価額の上昇が損益相殺の対象になる
かを検討しており、これらすべてについて損益相殺を否定している。
石坂の見解で注意しておかなければならないのは、石坂は、損害論と
して、差額説（Differenztheorie）を前提にしているわけではなく、差額
17

説といわゆる損失説について「共ニ之ヲ併用スルヲ適當トス」 としてい
る点である。石坂は、当時のドイツの学説の状況を「差額説ハ從來ノ通
説ナリ（Mommsen, Lehre vom Interesse S. 1fg; Windscheid § 257; Fischer,
Der Schaden S. 22fg. u.a.m.）損 害 ヲ 具 體 的 ニ 観 察 ス ル ノ 説 ハ 近 時
Walsmann, Compensatio lucri cum damno S. 10fg Örtmann,
18
と整理している。注目
Vorteilsausgleichung S. 6fg 等ノ唱フル所ナリ」

すべきは、損失説として、Walsmann と Oertmann の損益相殺の論文が
17

石坂・前掲注（６）
『日本民法債権総論（上）
』284頁。

18

石坂・前掲注（６）
『日本民法債権総論（上）
』284頁。
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挙げられていることである。すなわち、石坂は、損失説を Walsmann
と Oertmann の損益相殺に関する議論から学んだ可能性が高く、それ
ゆえ、石坂の損益相殺の議論は損失説の強い影響を受けていたと考えら
れる。
第２

学説の発展─相当因果関係説とその批判─

その後、東京帝国大学の学生であった坂千秋が、損益相殺に関する日
本初の論文を発表する19。この論文はローマ法における損益相殺に関す
るものである。しかし、坂の論文は、損益相殺の根拠を損害賠償におけ
る利得禁止に求めている点、損益相殺の要件として損害賠償におけるの
と同じ因果関係を挙げている点及び損益相殺を過失相殺や賠償者代位と
同様、損害の減少ではなく賠償額の減額事由と位置付けている点で、石
坂と共通している。
これらの点は、損益相殺に関する当時の通説でもあった20。
しかし、このような相当因果関係説に対して、長崎高等商業学校の講
師であった三木正雄は、損益相殺される利益を適正に決めることができ
ないと批判した21。三木は、相当因果関係説を修正し、一般にある事実
から発生すべき利益または加害者の知りまたは知り得た利益であって
も、相殺に供することを妥当としない利益は相当因果関係を有しないと
主張した。ここで念頭に置かれていたのは、保険金請求権、年金、扶養
請求権及び第三者からの贈与であり、
後の重複填補の問題である（以下、
従来の相当因果関係説と区別する意味で、これらの、相当因果関係の名
前で損害賠償における相当因果関係と異なる因果関係を採用する見解を
「修正相当因果関係説」
という。なお、
相当因果関係説を修正する見解は、
）
。
ドイツの判例・学説においても見られる22。
19

坂・前掲注（11）
「損益相殺ニ就テ」
。

20

中島玉吉『民法釈義巻之三債権総論上』
（金刺芳流堂、1921年）514頁。鳩山

秀夫『日本債権法（総論）
』
（岩波書店、
増訂改版、
1925年）105頁。末広厳太郎『債
権各論』
（有斐閣、第４版、1921年）1111頁。
21

三木正雄「損益相殺」商業と経済第14年１冊71頁（1933年）
。

22

澤井・前掲注（５）
「損益相殺（二）
」488頁、同「損益相殺（三）
」関西大学法

学論集９巻１号71頁（1959年）
。
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このような批判の中、勝本正晃は理論的には、従来の相当因果関係説
を維持したが、その内容は従来の相当因果関係説と異なる考慮を行って
いる23。まず、損益相殺の対象となる利益として新たな利益であること
が必要であることを強調した24。そして、保険などの第三者との特別の
契約に基づき利益を受ける場合は、賠償原因は事故以前に一定の期待権
または停止条件付債権が発生していたといえるから、その給付は損益相
殺の対象にならないとする。また、勝本は、利益が損害賠償義務の原因
と関係のない他の事実によって生じた場合は、原因から通常生ずべき利
益ということができないという。そして、被害者の行為によって損害を
利益に転化した場合や第三者から同情金の贈与を受けた場合は、これに
あたるとする。このように勝本は、形式的には、相当因果関係説を維持
しながら、新たな利益や他の原因といった要件を付け加え、実質的には
相当因果関係説の修正を図ったといえる。
我妻栄も、損益相殺される利益は「理論的に謂へば不法行為と相当因
果関係に立つ利益であり、実際的に謂へば公平の原則に従つて判断すべ
きである」25として、理論的には相当因果関係説を維持しつつも、実際
の判断は公平の原則に委ねている。
これらの相当因果関係という枠組みを維持しようとする見解に対し
て、宗宮信次は、利益が賠償原因と同一事実関係から生じたか否かで、
損益相殺を判断すべきとする26。利益が同一原因によって生じたのでは
ないときは、全然別個の関係であるから、たとえ被害者が利益を得ても
斟酌しないという。そして、損益相殺は、現実に生じた損害額の算定方
法に関する法則であって、たとえ通常の過程から生じない利益にせよ、
23

勝本正晃『債権総論（上巻）
』
（厳松堂書店、訂正３版、1934年）403頁。

24

損益相殺の対象となる利益は「新たな」利益でなければならないとする主張

は、坂・前掲注（11）
「損益相殺ニ就テ（二）
」956頁にもみられる。しかし、坂
は物の一部滅失における残部や目的物の価値代替物が損益相殺の対象にならな
いとするための要件として新たな利益であることを要すると述べるにとどまっ
ている。
25

我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』末広厳太郎編集代表『新法学全集

10民法Ⅳ』
（日本評論社、1937年）204頁。
26

宗宮信次『不法行為論』
（有斐閣、1968年）103頁。

［35］

北法66（4・282）1216

損害賠償法における損益相殺に関する総合的研究（１）

利益が現実に存在する限り賠償されるべき損害はそれだけ現存しないの
であるから、その利益が賠償原因と同一事実関係から生じたものである
ときは、これを斟酌すべきであるとして、相当因果関係説を批判する。
さらに、北川善太郎は、損益相殺に関して重要な指摘を行った。北川
は、
「加害者に有利に作用する、被害者のえた利得（Vorteil）では、相
当性説が本来持っている機能－因果系列の支配・操縦（Steuerung）－
が問題とならない。損益相殺の思想は、非難される損害の限界を画する
27
と指摘する。そ
という相当性の本質と何ら内的関連をもっていない」

して、保険金や年金請求権など相当性を有していても損益相殺によって
調整されない利得もあるし、相当でない利得でも例外的に衡平の要求か
ら調整されうるという。
この北川の指摘は、
以下の点で注目に値する。石坂以来多くの見解は、
賠償されるべき損害について相当因果関係が必要とされるが故に、損益
相殺の対象となる利益についても、相当因果関係が必要であると説明し
てきた28。つまり、この考え方は損害について必要とされる要件は、利
益についても必要とされるという考え方を前提としている。ところが、
北川は、相当性は「非難される損害の限界を画する」ことを本質とし、
これは、損益相殺とは無関係であることを指摘した。すなわち、北川は
従来の見解と異なり、損害と利益とは（少なくとも相当性との関係にお
いては）異質のものであるということを前提としている。逆に言うと、

27

北川善太郎「損害賠償論序説（一）─契約責任における─」法学論叢73巻１号

39頁（1963年）
。
28

石坂・前掲注（６）
『日本民法債権総論（上）
』328頁。鳩山・前掲注（20）
『日

本債権法（総論）
』
106頁。中島・前掲注（20）
『民法釈義巻之三債権総論上』
517頁。
三潴信三
『債権法提要上』
（有斐閣、
第７版、
1933年）
251頁。
嘉山幹一
『債権総論』
（敬
文堂書店、合本改版、1926年）127頁。沼義雄『綜合日本民法論別巻第４債権総
論』
（厳松堂書店、第３版、1943年）132頁。富井政章『民法原論第３巻債権総論』
（有斐閣、1929年）237頁。勝本 ･ 前掲注（23）
『債権総論（上巻）
』403頁。なお、
川名兼四郎『債権法要論』
（金刺芳流堂、1915年）201頁は、
「控除セラルヘキ利
益ハ之ヲ吾人カ正當ナリト思惟スル範囲ニ制限セサルヘカラス、然ラハ債務不
履行ニ因リテ通常生スヘキ利益ニ制限スルコトヲ正當トス、尚ホ當事者カ豫見
シ又ハ豫見スルコトヲ得ヘキ利益ハ之ヲ控除スルコトヲ得サルヘシ」という。
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損益相殺について、
損害の場合と同じ相当因果関係を必要とする見解は、
損害と利益とは同質のものであることを前提としていたということがで
きる。北川の指摘は、損害と利益の性質の違いという損益相殺の核心部
分に関する指摘であり、今日損益相殺を検討する上でも非常に有益であ
るように思われる。
第３
１

判例の出現
学説における損益相殺の紹介が遅れたためか、初期の判例で損益

相殺に言及したものは知られていない。大審院が初めて「損得相殺」
（損
益相殺）に言及したのは、大判昭和３年３月10日民集７巻152頁であ
る29。もっとも、それ以前にも、今日で言う損益相殺に関する判例は存
在する。ここでは、上記昭和３年大審院判決のほかに、それ以前の判例
として、生活費控除に関する大判大２年10月20日民録19輯910頁を取り
上げる。
２

判例（大判大正２年10月20日民録19輯910頁）

〔事案〕
事案は必ずしも明らかではないが、事故により死亡した被害者の遺族
が損害賠償請求権を相続したとして、国に対して、被害者が生存してい
れば得られたはずの利益の損害賠償を請求した事案のようである。原審
が請求を認容したため、被告国が、損害賠償は現実に発生した損害のみ
を対象とし、
将来得られるはずの利益は含まれないなどとして上告した。
〔判旨〕 一部破棄差戻
「旅客運送契約ノ債務不履行ニ因ル損害ノ賠償ハ被害者ヲシテ其現ニ
被リタル損失ノ賠償ハ勿論尚ホ將來得ヘカリシ利益喪失ノ賠償ヲモ得セ
シムルヲ以テ目的トスルモノトス……同人（被害者─執筆者注）ノ得ヘ
カリシ收入額中ヨリ同人カ自己ノ生活ノ爲メニ費消スヘカリシ金額ヲ控
除スヘキモノトシテ斟酌セサルヘカラス何トナレハ若シ此等ノ點ヲ斟酌
セサルニ於テハ同人カ將來得ヘカリシ利益ヨリモ多額ノ利益ヲ同人ニ許
與スルコトトナリ結局上告人ヲシテ賠償ノ目的ヲ超エテ賠償セシムルノ
29

松浦・前掲注（10）
「損益相殺」688頁。
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不法ヲ來スカ故ナリ
然ルニ原判決ハ右賠償額ヲ定ムルニ付キ果シテ此等ノ點ヲ斟酌シタリヤ
否ヤ其判文上之ヲ知ルニ由ナキノミナラス或ハ看過シテ斟酌セサルヤノ
疑ナキコト能ハサルヲ以テ理由不備ノ瑕疵アリト云ハサル可カラス故ニ
本論旨ノ第一段ハ此點ニ於テ理由アリト謂フヘシ」
〔検討〕
今日、一般的に、生活費控除は損益相殺の一類型とされている。もっ
とも、この判決において、大審院は、損益相殺（損得相殺）という言葉
を用いていない。それゆえ、大審院が、損益相殺という観点から生活費
控除を認めたのかははっきりしない。
しかし、判決の理由付けと、当時の学説の状況を併せて考えれば、こ
の判決も損益相殺と同じ観点から生活費控除を認めたということもでき
よう。すなわち、判旨によれば、生活費の控除を認めるのは、控除しな
いとすると「賠償ノ目的」を超えるからである。この「賠償ノ目的」の意
義であるが、判旨が逸失利益の賠償も目的に含まれるとする一方、将来
得られたはずの利益より多額の利益を与えることは目的を超えるとして
いることから、
喪失した利益をその分だけ賠償させることのようである。
ここで、当時の学説に立ち返ると、前述の通り、石坂は、損害賠償の目
的は、損害を受けた者に損害を受けなかった場合と同一の地位を回復さ
せることにあるとしている。そして、石坂は、賠償義務者には損害を充
分償わせる必要があるとともに、賠償権利者は損害以上に利得してはな
らないとして、
この利得禁止から、
損益相殺を導いている。そうすると、
この判決は、当時の学説における損益相殺の理由付けと同様、損害賠償
の目的（原状回復）の一面としての利得禁止から生活費控除を認めたと
もいえそうである。
もっとも、損害賠償の目的が損害の回復にあるとするならば、損害を
越える賠償を命じることは損害賠償の目的を逸脱する。生命侵害の場合
の損害が、初めから、生存すれば得られたであろう収入から生活費を控
除したものであるとすれば、
損益相殺という概念を持ち出すまでもなく、
生活費控除を行わないことは、損害賠償の目的を越える違法な判断と言
わざるを得ない。すなわち、この判決は、損益相殺という概念を用いる
ことなく説明することができる。
北法66（4・279）1213
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そうすると、この判決が損益相殺という観点から生活費控除を認めた
かどうかの判断は留保せざるを得ない。
３

判例（大判昭和３年３月10日民集７巻152頁）

〔事案〕
国鉄の貨物駅手が、信号手の過失によって生じた貨車の脱線転覆のた
め死亡した。そこで、遺族らが信号手の使用者である国に対して、使用
者責任に基づき、被害者から相続した逸失利益と固有の慰謝料の支払い
を求めたのが本件である。
被告国は、国は共済組合制度を設けて、被害者もこれを承諾して加入
していたのであるから、職務執行上生じた事故を原因としては損害賠償
請求権は発生しない、仮に損害賠償請求権が発生するとしても被害者の
妻が国有鉄道共済組合から遺族扶助料（遺族年金）を受給していること
から、原告らには、事実上損害はないなどと主張した。
原審は、国有鉄道共済組合は組合員の相互扶助を目的とするもので
あって国の不法行為上の責任を免脱させるものではない、遺族年金が支
給されることの一事をもって直ちに原告らの精神上の苦痛が慰謝された
ものとは認めがたいなどとして、被告国の主張を排斥した。これに対し
て、被告国が、遺産相続の計算において、遺族年金を考慮せずに、損害
賠償請求権と年金受給権の両方を認めることは同一損害を重複して賠償
させる結果になるなどとして上告した。
なお、本判決では、生活費控除についても争われたが、上記大判大正
２年に引き続き、
生活費の控除を認めた。これについては引用しないが、
本判決は、後述のように遺族扶助料については損益相殺を認めたにもか
かわらず、生活費に関しては損益相殺（損得相殺）という言葉を使用し
ていない。このことには注意を要する。
〔判旨〕 破棄差戻
「被害者ハ其ノ労働能力欠陥ノ為第三者（例ヘハ雇主若クハ所属労働
団体）ヨリ当然（例ヘハ法律ノ規定上若クハ団体ノ規約上）或定期金（例
ヘハ廃疾年金）ヲ受領スル権利ヲ取得シタリトセムカ這ハ相当ノ労働ヲ
為スコトナクシテ一定ノ金円ヲ取得スルモノニシテ其ノ事自体ハ不法行
為ニ原因スル一ノ利得ニ外ナラス故ニ此ノ利得ハ一面損害賠償ノ範囲ヲ
［39］
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軽減スル効力アルコト夫ノ所謂損得相殺ノ観念ニ徴シマタ疑ヲ容ル可カ
ラス而カモ這ハ損害賠償トシテ定期金ヲ支払フ場合ノミナラス一括シタ
ル金額ヲ支払フ場合ニモ亦其ノ適用アルコト論ヲ俟タス何者彼此共ニ損
害賠償ノ方法タルニ於テ其ノ選ヲ異ニスルトコロ無ケレハナリ
然リ而シテ以上ノ道理ハ更ニ之ヲ他ノ場合ニ推シ及ホスヲ得可シ即甲ニ
対シ扶養義務ヲ負担セル乙ヲ或者カ不法行為ニ因リテ死ニ致シ為ニ甲ヲ
シテ其ノ扶養請求権ヲ喪失セシメタル場合即是ナリ此ノ場合甲ハ此ノ喪
失ニ因リテ被リタル損害ニ付右ノ或者ニ対シ不法行為ニ基ク賠償請求権
ヲ有スルコト勿論ナルカ今若甲ハ乙ノ死亡ニ因リ或定期金（例ヘハ遺族
年金）ヲ当然第三者（前例参照）ヨリ受領スル権利ヲ取得シタリトセム
カ此ノ定期金ハ其ノ限度ニ於テ当該損害賠償請求権ノ範囲ヲ減縮スルノ
効力アルコト又右ニ判示シタルトコロト択フトコロ無シ
（省略）
今或人ノ不法行為ニ因リ此ノ種ノ損害ヲ被リタル場合ニ被害者ハ恰モ此
ノ不法行為ニ原因シ加害者以外ノ第三者ニ対シ当然或金銭的利益（例ヘ
ハ年金）ヲ請求スル権利ヲ取得シタルトキハ是亦幾分ノ慰藉ト為リ従ヒ
テ加害者ニ対スル当該賠償請求権ノ範囲ニ幾分ノ影響ヲ及ホスコト決シ
テ有リ得サルノ事態ニ非ス蓋必ス加害者ヨリ金銭ヲ徴求シテ甘心スルニ
非サル限リ慰藉タルニ由無シト云フカ如キハ領会スルニ勝ヱサルトコロ
ナレハナリ夫レ爾リ更ニ此ノ趣旨ヲ推ストキハ前記ノ如キ金銭的利益ヲ
請求スル権利ヲ取得シタル者ハ被害者其ノ人ニ非スシテ之ニ対シ扶養義
務ヲ負担スル人々ノ内ノ或者即例ヘハ民法第九百五十四条第二項ノソレ
等ナル場合ニ於テモ亦被害者ハ之ニ依リテ幾分ノ慰藉ヲ得ルコト必無ト
云フ可カラス」
〔評釈〕
30
31
この判例に対して、末川博 と杉之原舜一 が批判を加えた。

末川は次のようにいう。共済組合から給付を受けるのは、組合に加入
していたからであって、不法行為とは全然別個の原因によるものである
から、損益相殺の対象にならない。この関係では、共済組合は、保険金
30

末川博「判批」法学論叢21巻３号471頁。

31

杉之原舜一「判批」法学協会雑誌47巻５号1027頁。
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を受け取ることと同一視してよい。保険金が損害額から控除されない根
拠としては、保険金は保険料の対価であるからとか、保険金を控除すれ
ば不法行為者は他人の給付によって責任を免れ実際上不当な結果を生ず
るからというような理由が考えられるが、この理由はいずれも本件の組
合から給付を受ける場合にもあてはまる（なお、末川は、生活費控除に
ついても本判決を批判している。
）
。
一方、杉之原は、次のように批判する。損益相殺は、同一の責任原因
から生じた損害と利益との間に生ずる問題である。本件の年金請求権は
被害者が共済組合に加入していたために発生するものであり、国の不法
行為によって生じたものではない。そのため、損害賠償請求権と年金請
求権とを損益相殺することはできない。しかし、共済組合の性質は組合
員相互の損害の填補にあるから、生命保険と異なり、共済組合への加入
は営利を目的とするものではない。そのため、被害者は組合からの給付
金と損害賠償の両方を受け取ることはできない。したがって、判旨が遺
族年金は扶養請求権の喪失による損害賠償請求権の範囲に影響する場合
があることを言っているのは正しい。しかし、遺族年金は遺族が生活上
蒙る損害の填補を目的とするものであって、遺族の精神上の苦痛の慰謝
を目的とするものではない。そのため、遺族年金請求権は被害者の慰謝
料の範囲に影響を及ぼすことはない。判旨は、損益相殺の理論を根拠と
するようであるが、損益相殺の理論を誤解し、いたずらにこれを拡張し
ようとするものと言わなければならない。
〔検討〕
前述の通り、この判決は、大判大正２年に引き続き、損益相殺に言及
することなく、生活費の控除を認めた。判旨で引用したように、この判
決は、年金受給権については損得相殺（損益相殺）を承認している。そ
れゆえ、この判決が損益相殺という概念を知らなかったということはあ
りえない。この判決は、生命侵害の場合の生活費控除については、損益
32
相殺の問題ではないと考えているとするのが自然である 。

そうすると、この判決のいう損得相殺（損益相殺）とはどのようなも
32

データベースで判例を調査した限り、最上級審判決において、損益相殺で

あるとして、
生活費控除を行ったものは、
今日に至るまで存在しないようである。
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のかが問題となるが、この点について、判旨は明確ではない。明確であ
るのは、損益相殺は、
「損害賠償ノ範囲ヲ軽減スル効力」があるという
こと程度である。肝心の損益相殺の要件については、よく分からないま
まである。具体的に見ていこう。
判旨は、被害者が定期金を受領する権利を取得したことを「不法行為
ニ原因スル一ノ利得ニ外ナラス故ニ此ノ利得ハ一面損害賠償ノ範囲ヲ軽
減スル効力アルコト夫ノ所謂損得相殺ノ観念ニ徴シマタ疑ヲ容ル可カラ
ス」としている。この「不法行為ニ原因スル」利得については、損益相
殺がなされるということは当時の学説と概ね一致している。ただし、不
法行為と利得との間にどのような関係があればよいのか、条件関係で足
りるのか、相当因果関係が必要なのか（必要である場合は、その具体的
な内容）といったことは明らかではない。
具体的な判断の内容としては、被害者が労働能力喪失のため第三者か
ら当然定期金を受領する権利を取得した場合は、
「這ハ相当ノ労働ヲ為
スコトナクシテ一定ノ金円ヲ取得スルモノ」であるから、
「不法行為ニ
原因スル一ノ利得」であるとしている。この「相当ノ労働ヲ為スコトナ
クシテ一定ノ金円ヲ取得スルモノ」の意義も必ずしも明確ではない。判
決の文言をそのまま当てはめれば、被害者が不法行為により困窮し、家
屋を売却して、金員を得たというような場合にも損益相殺を行うことに
なろうが、さすがに、そのような趣旨ではなかろう。おそらく、対価を
提供することなく金員を取得したことをいうものであろうが、当時の学
説において、対価なく利益を得たことを損益相殺の要件とする見解は見
当たらない。また、末川のいうように、そもそも、共済組合には、保険
料を支払っているはずであるから、本件の遺族扶助料を、対価なく金員
を取得したことになるのかという疑問もある。それゆえ、この判決のい
う損得相殺の要件は、
一般的な基準としては理解できなくはないものの、
その具体的な内容には大いに疑問があり、また、基準に対する当てはめ
という点でも疑問があるといわざるを得ない。
判旨は、結論として、被害者の遺族に遺族年金が支給されていること
を、慰謝料の減額事由とするものである。しかし、後の判決や学説にお
いて、この判決のように、経済的利益を受けたことをもって、当然に精
神的苦痛が軽減されるとするものは見当たらない。それゆえ、この判決
北法66（4・275）1209
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の判断には大いに疑問があり、
先例的意義は乏しいといわざるを得ない。
判例として初めて、損益相殺という概念を承認したという点についての
み意義を認めるべきであろう。
判批については、末川、杉之原ともに、相当因果関係説によるアプロー
チは行っていない。両者は、判例と同様、利得の原因が不法行為にある
かという観点から損益相殺を検討している。そして、末川は、遺族年金
の給付の原資が被害者の出損した金銭であるということから、利得の原
因が不法行為にないとの結論を導いている。杉之原も、同様の見地に立
つものと思われる。杉之原について注目すべきは、損益相殺を否定した
のち、給付の調整の検討をしている点である。ここでは、後の重複填補
の問題が検討されており、すでに第三者からの給付がその填補を目的と
する損害以外の損害費目には影響を及ぼさないと考えられている。損益
相殺と給付の調整との関係は、損益相殺は損害と原因を同一にする利益
の問題、給付の調整は同一の損害に対して複数の給付がある場合の問題
と捉えられている。そして、前者は一般的なものであるのに対して、後
者は共済組合の性質から認められる特殊なものと考えられている。
４

戦前の判例の中で、損益相殺に関するものは、現在知られている

限りでは、上記の大判大正２年10月20日と大判昭和３年３月10日だけで
ある。使用されている言葉に着目すると、両者はいずれも生命侵害の場
合の生活費の控除を認めたが、損益相殺という言葉は用いていない。前
掲大判昭和３年３月10日が、損益相殺に言及したのは、遺族扶助料に関
してである。この遺族扶助料に関して、判例も学説も、相当因果関係の
有無を問題としていないことには注意しておく必要がある。
第４

澤井説（法的同質性説）

戦後、損益相殺の要件について、相当因果関係を中核とする従来の通
説に対して、澤井裕が、填補性を中核とする見解を提唱した。この見解
は、多くの学者に影響を与え、今日の通説である法的同質性説にもつな
がっていく。ここでは、その出発点ともいうべき澤井説を、その論文を
基に見ていくことにする。もっとも、序章で述べたように、澤井論文は
未完で終わっており、
澤井説には曖昧な点も多く残されている。しかし、
［43］
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澤井説の内容を可能な限り明らかにすることは、今日の損益相殺の議論
の状況を確認するために有益であると考える。
端的に言って、澤井説における損益相殺は、それ以前の日本の議論と
は、全くといってもよいほど隔絶している。まず、損益相殺の定義が異
なる。澤井のいう損益相殺とは、
「賠償義務を生ぜしめた事情が損失の
他に利益をも賠償権者に与えた場合、賠償義務者は、この利益を賠償給
付の際に差引くか、又は何らかの方法（例えば利益又は請求権の引渡請
33
であり、これに
求）によつて、賠償を真実の損害額に限定しうること」

は民法422条の規定する賠償者代位や（現行の）保険法25条の規定する請
求者代位などの代位が包含されている。これは従前の議論には見られな
かった点である。次に、損益相殺の根拠も異なる。前述の通り、石坂以
来日本の損益相殺の議論は、損失説を採る Oertmann や Walsmann の
影響を受け、損益相殺の根拠を、損害賠償の目的（原状回復）に基づく
利得禁止に求めた。しかし、澤井は、
「損益相殺の根拠は、損害概念か
34
という。ここでいう「損害」とは、
「被害者に関し、
ら理論的に生ずる」

加害事件後において現実に存在する状態と、加害事件がなければ存在し
0

0

0

35
であり、これは差額説である。
た筈の仮定的状態との差額或いは変化」

そのため、損益相殺を賠償額の減額事由とした石坂とは異なり、澤井に
よれば、「損益相殺とは、要するに加害によつて被害者に損失のみなら
ず、利益をも生じた場合は、損失から利益を控除した額が実損害であり
従つて要賠償額だ」36ということになる。このように、澤井説は、その
前提としている損害論および損益相殺の根拠という点でも、また、損益
相殺の定義という点においても、
従前の学説とは異なっているのである。
これらの点は、澤井説を理解する上で不可欠の要素であるが、それよ
りも重要であり、また、後の学説に多大な影響を与えたのは、澤井説が、
填補性を要件としたことである。すなわち、澤井は、「損益相殺の対象
たる“控除しうる利益”とは、
“加害と因果関係にあり、かつ損失を直接

33

澤井・前掲注（３）
「損益相殺（一）
」283頁。

34

澤井・前掲注（３）
「損益相殺（一）
」284頁。

35

澤井・前掲注（３）
「損益相殺（一）
」284頁。

36

澤井・前掲注（３）
「損益相殺（一）
」281頁。
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に－即ち被害者の処分行為を必要とせず－填補する性質を持つと判断さ
れるもの（この判断の基礎は損害賠償法の目的と当事者間の衡平にあ
る）”」と「定義」している37 38。この「利益が損失を填補する性質を持つ」
こと、すなわち、填補性こそが、澤井説の中核であり、従前の学説と決
定的に異なる点である。従前の学説は、加害行為と利益との関係のみを
問題とし、損害と利益との関係を問題にしなかった。損害と利益との間
に一定の関係性が必要であると指摘した点こそが、澤井説の最大の成果
であるといえる。もっとも、この填補性の理解は容易ではない。理解を
困難にしている要因は、私の考えでは、大まかに言って、論文が未完で
あり充分な説明がなされていないこと、
（それと関連するが）填補性の
内容が明確でないこと及びその基礎になっている理論が明確ではないこ
との３点である。
最初の、論文が未完であるという点についてであるが、澤井論文は、
結論を冒頭で示し、それについて説明を加えるというスタイルで書かれ
た論文である。澤井は、
「この論文は結局右の因果性・直接性 ･ 填補性
39
としている。ところが、
の意味を具体的に明らかにする試みである」

澤井論文は、填補性の意味を明らかにする途中で終わっている。それゆ
え、澤井説が結論として、填補性を要求していることは明らかでも、そ
の内容については刊行された部分から推測することしかできないのであ
る。
さらに問題なのは、推測される、填補性の内容である。「利益が損失
を填補する性質を持つ」などの表現を見ると、利益と損失との関係だけ
を問題にしているようにも思える。ところが、明らかに、単なる利益と
損失との関係にとどまらない、
総合的な考慮を意図している叙述がある。
次の文章は、澤井論文のうち、ドイツの判例理論を検討した上での、澤
井の私見とされる部分の一部である。ドイツの判例理論は、今日に至る
まで（もちろん、澤井の時代も）
、少なくとも形式的には、相当因果関

37

澤井・前掲注（３）
「損益相殺（一）
」281頁。

38

ここで出てくる直接性は、賠償者代位や過失相殺と、損益相殺とを区別す

る機能を有しているとされる。澤井・前掲注（５）
「損益相殺（二）
」474頁。
39

澤井・前掲注（３）
「損益相殺（一）
」281頁。
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係説を採用している。そのため、相当因果関係説との比較を通して、澤
井の填補性の内容が明らかになるものと思われる。
以下引用しよう。
「詳細な私見は後にのべるとして、ここでは、結論を示すにとどめる。
『相当因果関係論は、加害と損失、加害と利益という縦の関係のみを注
視してきた。しかし損益相殺で本質的なのはむしろ横の関係すなわち損
失と利益との対比である。加害との関係では因果関係（条件的）があれ
ば十分であり、問題は利益が損失を填補すべき性質をもつか、いいかえ
れば利益と損失の法的同質性（Gleichartigkeit）の判断にかかつている。
利益と加害の相当関係はこの同質性判断の一つの重要な目安となりうる
にとどまる』
」40
ここでは、
「損益相殺で本質的なのは」
「損失と利益との対比である」
として、損失と利益との関係の重要さが強調されている。しかし、その
一方で、「縦の関係」であるはずの「利益と加害の相当関係」も、因果関
係から分離され、填補性（同質性）判断に組み込まれている。
次に、ドイツの学説に対する、澤井の私見を見てみる。ここでは、騎
手事例（騎手がレースで馬を異常に酷使したため馬が死亡したが、その
一方で、入賞し馬主が賞金を得た場合に、馬主の騎手に対する損害賠償
請求において、賞金を損益相殺すべきかという問題。）を例に、Cantzler
の「法益助成説」との関係で、次のように自説を展開している。
「事案を決定するのは『法益助成論』的公式ではなくして、結局は事案
のすべてを総合して、
右の賞金を騎手、
馬主いずれに与えるのが衡平か、
すなわち馬と賞金との法的同質性の判断いかんにかかつているのであ
る。Cantzler は衡平の観念は広すぎるというが、事件のすべて状況を
考慮の上決定した場合、単純な公式的割り切り方よりも、はるかに正当
な解決をうるものである。たとえば右の馬の場合でも、馬主の騎手に対
する馬の健康についての注意の程度、馬主の賞金獲得熱、あるいは騎手
の馬の殺害についての故意過失、または過失の程度、馬の健康状態など
41
を総合的に判断して妥当な解決をうるように努めるべきである。」

40

澤井・前掲注（５）
「損益相殺（二）
」501頁。

41

澤井・前掲注（22）
「損益相殺（三）
」87頁。
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前述のように、澤井は、填補性の判断の基礎を、「損害賠償法の目的
と当事者間の衡平」としている。そして、この記述による限り、澤井は、
法的同質性（填補性）として、総合考慮を行っているというしかない。
澤井説の填補性
（法的同質性）
は、
損失と利益との関係はもちろんのこと、
加害行為と利益との関係、加害者の主観、加害者と被害者との関係等を
も総合的に考慮することになるのであろうか。その一方で、
「損失を填
補する性質の利益」などという、単に損失と利益のみを考慮の対象とし
ていると思える表現も見られ、必ずしも一定していない。
この混乱は、損益相殺に関する理論的根拠を見ると、より一層明確に
なる。
前述の通り、澤井は、差額説を前提に、
「損益相殺の根拠は、損害概
念から理論的に生ずる」として、損益相殺は当然の原理であるかのよう
な説明をしている。ところが、その一方で、澤井は、損益相殺は「損失
と利益という物理的には異質のものを法的観点（ここでは主に衡平）か
ら統一せしめる」ものであるとし、その点に「この理論の特質とむずか
しさがある」としている42。損失や利益といったものが、物理的な概念か
はさておくとしても、理論的に当然生じるはずであった損益相殺が、異
質のものを主に衡平の観点から統一するための特殊な概念に変化してい
る。
より明確であるのは、次の説明に見られる、損害賠償の目的との関係
で見た損益相殺の位置づけであろう。引用部分の前半は、澤井論文の前
の方の部分であり、後半は、最後の部分である。
「損害賠償は、賠償義務を生ぜしめた事情がなければ、存在した筈の状
態を回復することを目的とする。
即ち賠償権利者は右状態の回復のため、
必要且十分なる賠償を受ける反面に、賠償によつて不当な利得をうるこ
とは許されない。（b）従つて賠償されるべき損害額は、被害者に関し、
0

0

0

加害事件後において現実に存在する状態と、加害事件がなければ存在し
0

0

0

た筈の仮定的状態との差額或いは変化である。……賠償の目的を達成す
るために、損失から利益を控除することによつてはじめて、右（b）に
いう賠償されるべき損害額がえられる。この控除を損益相殺という。
（d）
42

澤井・前掲注（５）
「損益相殺（二）
」500頁。
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43
賠償義務者は、賠償給付の際に……この損害額のみを給付すればよい」

「被害者の原状回復を目的とし、被害者の保護を根本原理とする損害賠
0

0

0

0

0

償法からすれば、加害者は、被害者に生じた損失的変化のすべてを賠償
することが大原則である。したがつて別に生じた利益をとくに考慮する
ことすなわち、物理的に異質別個のものを差し引きし、その残高が真正
の損害額だという損益相殺理論は、当然に利益と損失の法的同質性を前
44
提としているのである。
」

一見して明らかなように、前者では、損失から利益を控除した差額を
賠償することが賠償の目的となっている。一方、後者では、損害賠償法
からすれば、
（被害者の利益を考慮しない）損失的変化のすべてを賠償
することが大原則であるとされている。すなわち、前者では、損益相殺
は損害額確定のため、当然経るべきプロセスであるにも関わらず、後者
では、「大原則」に対する例外的取扱にすぎない。この２つの立場は、
損益相殺を考える際の基本的な態度を異にしていると思われる。しかし、
澤井論文は、この両方の説明をしているのである。
澤井が、損益相殺を原則的取扱と考えていたのか、例外的取扱と考え
ていたかは、分からない。それゆえ、澤井のいう填補性の内容も明確な
ものではない。填補性を認めるためには、慎重に様々な事情を総合考慮
しなければならないのか、あるいは、利益と損失のみを見れば判断でき
るのかも不明である。澤井は、填補性の判断の基礎は「損害賠償法の目
的と当事者間の衡平」であるとしているが、澤井のいう「損害賠償法の
目的」は（利益を考慮した）損害の回復にあるのか、
（利益を考慮しない）
損失の回復にあるのか不明である。もちろん、「当事者の衡平」という
曖昧な概念が填補性の判断の指針たり得るのかも大いに疑問である。
このように、澤井説には問題も少なくないが、それでも澤井説は重要
な意義を有する。既に述べたように、澤井説の最大の意義は、損益相殺
において、利益と損失との関係を考慮するという観点を提供したことで
ある。この観点は、現在に至るまでの損益相殺の議論に大きな影響を与
えている。
43

澤井・前掲注（３）
「損益相殺（一）
」284頁。

44

澤井・前掲注（22）
「損益相殺（三）
」86頁。
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判例の展開
判例の詳しい内容については、
第５章で検討するので、ここでは、

戦後の判例の展開の概略を指摘するにとどめる。判例は、同種の事案で
あっても単に前例を引用するにとどまらず、理由付けを変えるなどして
いる。そこには、
学説、
特に澤井説の影響が見られる。興味深いことに、
澤井説の影響というべき、利益と損失の関係を考慮するという観点は、
多くの学説よりも判例の方が先に採用している。
２

養育費の節約

戦後の判例の中で、
比較的早い時期に損益相殺について判断したのは、
養育費の節約に関する最判昭和39年６月24日民集18巻５号874頁である。
養育費の節約とは、年少者が死亡した場合の逸失利益の算定に当たり、
その年少者を養育していた者（多くの場合は、その者の親であり、損害
賠償請求権を相続したとして、損害賠償を請求している原告）が、養育
費を支出することを免れたことを考慮すべきか否かという問題である。
この昭和39年判決は、
「損益相殺により差引かれるべき利得は、被害者
本人に生じたものでなければならない」として、養育費の節約による損
益相殺を否定した。
しかしながら、最高裁判決があるにもかかわらず、実務は養育費の控
除説と非控除説とに分かれて混乱していた。
そこで、最判昭和53年10月20日民集32巻７号1500頁は、「養育費と幼
児の将来得べかりし収入との間には前者を後者から損益相殺の法理又は
その類推適用により控除すべき損失と利得との同質性がなく、したがつ
て、幼児の財産上の損害賠償額の算定にあたりその将来得べかりし収入
額から養育費を控除すべきものではない」として、最高裁は非控除説に
立つことを再度明確にした。この判決は、損失と利得の同質性を問題と
45
しており、澤井説の強い影響が指摘されている 。

３
45

私保険

松本光一郎「損益相殺（１）─養育費の控除」篠田省二編『裁判実務大系第15

巻不法行為訴訟法（１）
』
（青林書院、1991年）395頁。
［49］
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続いて、最高裁が損益相殺について判断したのは、生命保険金に関す
る最判昭和39年９月25日民集18巻７号1528頁である。
この判決は、保険金は保険料の対価の性質を有し、不法行為の原因と
関係なく支払われるべきものであることから、不法行為により被保険者
が死亡したため保険金が給付されても、これを賠償額から控除すべきい
われはないとする。なお、この判決は、
「損益相殺」という言葉を使用
していない。
一方、損害保険については生命保険より遅れて最判昭和50年１月31日
民集29巻１号68頁で判断が示された。
この判決は、生命保険の場合と同様に、保険金は保険料の対価の性質
を有するから、たまたま不法行為や債務不履行を契機に保険金が支払わ
れることになっても、
「いわゆる損益相殺として控除されるべき利益に
はあたらない」とした。この判決の事案では、損害保険金が損益相殺の
対象となり、そもそも保険金の分だけ減額された形で損害賠償請求権が
成立するのか、それとも損害保険金は損益相殺の対象とならず、減額さ
れない形で損害賠償請求権が成立し、保険金の支払いによって請求権の
一部が保険会社に移転するのかが問題となった。判決は、損益相殺を賠
償額の算定の問題に位置付けており、少なくともこの判決の場合におい
ては、判例が、損益相殺を損害賠償の賠償額算定の問題と位置づけてお
り、損害賠償請求権成立後の請求権の移転の問題ではないと考えている
ことが明確になった。
一連の、私保険に関する判例には、澤井説の影響は見られない。前述
の通り、澤井説は、損益相殺と代位を統一的に把握するところに、その
特徴がある。これに対して、最判昭和50年は、被害者が保険金を受領し
た場合は、「商法662条所定の保険者の代位の制度により」保険者が「支
払つた保険金の限度において……損害賠償請求権を取得する結果、被保
険者たる所有者は……損害賠償請求権を失い、その第三者に対して請求
することのできる賠償額が減少することとなるにすぎない」という。ま
た、被害者が加害者から損害賠償を受領するよりも先に損害賠償を受領
した場合、保険者に請求することができる保険金が減少するのは、
「保
険者の支払う保険金は被保険者が現実に被つた損害の範囲内に限られる
という損害保険特有の原則に基づく結果にほかならない」としている。
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それゆえ、判例は、私保険に関しては、澤井説と異なり、代位と損益相
殺を区別して理解しているということができよう。
４

年金

前述したように最上級審が損益相殺（損得相殺）という言葉を用いて
判断したのは、遺族年金に関する前掲大判昭和３年３月10日が最初であ
ると思われる。この判決は、①廃疾年金（障害年金）のように、被害者
が労働能力を欠いたために、
第三者
（雇主や所属労働団体等）から当然に、
定期金を受領する権利を取得する場合は、いわば、相当の労働をするこ
となく、金員を取得するものであるから、
「不法行為ニ原因スル一ノ利
得」に他ならない。それゆえ、この利得に、損害賠償の範囲を軽減する
効力があることは、いわゆる損得相殺の観念に照らして、疑問の余地が
ない。②この道理は、他の場合にも類推でき、不法行為によって死亡し
た被害者に対して扶養請求権を有していた者が、被害者の死亡によって、
遺族年金などの定期金を、当然に第三者から受領する権利を取得した場
合は、その定期金は、その限度において当該損害賠償請求権の範囲を減
縮する。③これらのような金銭的利益を請求する権利を取得した者が、
被害者本人ではなく被害者に対して扶養義務を負担する人々の内のある
46
に該当するものである場合でも、
者、例えば、民法954条２項（当時）

被害者はこれによって、精神的苦痛が軽減されることがあり、慰謝料減
額の可能性があるとする。
もっとも、知られている限り、最高裁は、これら①から③のいずれの
立場も採用したことはない。具体的には、以下のように、判断している
（厳密には、②については、不法行為による死亡の場合に、扶養構成で
はなく、相続構成を採用する以上、扶養権利者の利得を問題にする余地
はないと思われる。相続人に利得が生じた場合については、以下の通り。
また、③前掲大判昭和３年３月10日のように、被害者の配偶者の直系尊
属が利益を受けた場合における、精神的損害との損益相殺に関する最高
46

当時の民法954条は、１項において「直系血族及ヒ兄弟姉妹ハ互ニ扶養ヲ爲

ス義務ヲ負フ」とし、２項において「夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊屬ニシテ
其家ニ在ル者トノ間亦同シ」としていた。
［51］
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裁の判断は見当たらない。もっとも、最高裁は、被害者またはその遺族
に対する、一定の社会保障給付については、逸失利益からの控除のみを
）
。
認め、慰謝料からの控除を否定している47。
まず、最判昭和41年４月７日民集20巻４号499頁は、被害者が受け取
るはずであった恩給には、被害者の死後遺族に対して支給される扶助料
も含まれており、被害者の相続人が両方を受給することは二重取りであ
るなどとして、「損害賠償額の範囲を定めるにあたり依拠すべき衡平の
理念」に適合するとして、扶助料の控除を認めた。
衡平の理念は、修正相当因果関係説において主張され、また、澤井説
においても強調された点である。そして、この判例は、喪失したとされ
る利益（被害者の恩給）の中には、不法行為によって遺族が取得した利
益（遺族扶助料）が含まれており、結局その利益は失われていないとの
考えから控除を認めている。
次に、最判昭和50年10月24日民集29巻９号1379頁は国家公務員の死亡
により遺族が法律の規定によって受ける各給付による利益は「死亡した
者の得べかりし収入によつて受けることのできた利益と実質的に同一同
47

最判昭和58年４月19日民集37巻３号321頁は、労災保険法による障害補償一

時金及び休業補償金について、慰謝料からの控除を否定する。最判昭和62年７
月10日民集41巻５号1202頁は、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年
金並びに厚生年金保険法による障害年金について、
「右の保険給付が現に認定
された消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極
損害や精神的損害（慰藉料）を填補するものとして、右給付額をこれらとの関
係で控除することは許されない」とする。遺族年金については、国民年金法及
び厚生年金法に基づく、遺族基礎年金及び遺族厚生年金について、最判平成11
年10月22日民集53巻７号1211頁は、
「遺族年金をもって損益相殺的な調整を図
ることのできる損害は、
財産的損害のうちの逸失利益に限られるものであって、
支給を受けることが確定した遺族年金の額がこれを上回る場合であっても、当
該超過分を他の財産的損害や精神的損害との関係で控除することはできない」
としている。労災保険法に基づく遺族補償年金についても、最（大）判平成27
年３月４日裁時1623号１頁は、
「遺族補償年金につき，その填補の対象となる
被扶養利益の喪失による損害と同性質であり，かつ，相互補完性を有する逸失
利益等の消極損害の元本との間で，損益相殺的な調整を行うべき」として、消
極損害の元本との間で損益相殺的な調整がされるものとしている。
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質」であるとして、遺族が受けた給付の控除を認めた。
ここでも、損害と利益との同質性が問題とされており、養育費の節約
に関する前掲最判昭和53年10月20日と同様、澤井説の影響がみられる。
さらに、地方公務員等共済組合法に基づき、退職年金を受給していた
被害者が死亡し、その妻が同法に基づく遺族年金を受給した事案に関す
る、最（大）判平成５年３月24日民集47巻４号3039頁は、「損害と利益と
の間に同質性がある限り、公平の見地から、その利益の額を被害者が加
害者に対して賠償を求める損害額から控除することによって損益相殺的
な調整を図る必要があ」るとした。
この判決は、「損益相殺的な調整」に関するものであるが、前掲最判
昭和50年10月24日からさらに進んで、
損害と利益との同質性を基準とし、
それを公平の見地から正当化しており、より澤井説に近い内容となって
いる。
第６
１

学説における填補性・同質性基準
はじめに

前述のように、澤井説は不明確な点も少なくないが、その填補性とい
う考え方は、判例で採用されたこともあり、徐々に広まっていく。もっ
とも、填補性の具体的な内容に言及するものはなく、その内容は曖昧な
ままである。澤井論文のように、加害行為と利益との関係、加害者の主
観、加害者と被害者との関係等にまで踏み込んだ総合的考慮は見られな
い。端的に「損害を填補する利益である／ない」という表現がほとんど
である。澤井は、
「損害賠償法の目的と当事者間の衡平」が填補性の判
断の基礎であるとしていたのであり、単に填補の有無のみを判断する見
解は、澤井説と同じ見解と言えるか疑問である。そこで、以下では、利
益と損失との関係を
「填補」
「同質」
などとして考慮する考え方を、填補性・
同質性基準と呼び、澤井説とは区別することとする。
２

初期の填補性・同質性基準

比較的早い時期に、填補性・同質性基準を取り入れているのは、加藤
一郎である。
加藤は、損益相殺の基準として、
「具体的にどこまでのものが、利益
［53］
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として差し引かれるかといえば、相当因果関係の範囲内の利益を差し引
一応は、
相当因果関係説を採用している。
くということになる」48として、
ところが、実際に、加藤が挙げた事例を見る限り、相当性は問題となっ
ていない。例えば、
「香奠とか見舞金」については、「いちおう贈与とい
49
として、
う別個の原因に基くものであるから、差し引くべきではない」

相当性ではなく、原因が異なることを問題としている。
その一方で、「損害保険金は、別個の保険契約に基くものだが、損害
の填補を本来の目的としているから、保険者の代位により」填補された
範囲で損害賠償請求権が保険者に移転するという。一方、
「生命保険金
は、損害の填補を本来の目的とするものではない」から、損益相殺の対
象にも保険代位の対象にもならないとする50。
このように、加藤においては、損益相殺の基準はあくまで相当因果関
係とされる一方で、
「損害の填補を本来の目的とするものではない」と
の理由で、生命保険金の損益相殺や保険代位が否定されている。相当因
果関係との関係は明確ではないが、填補性が、一定の利益については、
損益相殺や保険代位に共通する基準であると考えられていることが分か
る。この点では、加藤の見解は、澤井説と共通し、その一方で、判例と
は異なっている。
３

四宮の填補性・同質性基準

四宮は、加藤一郎と異なり、明確に相当因果関係説と澤井説とを区別
した上で、
「わたくしも、基本的にはこの考え（執筆者注－澤井説）を支
四宮の見解は、澤井説に非常に近い。
持したい」51としている。それゆえ、
しかし、両者は随所で異なっており、同一の見解とはいえない。
まず、四宮は、損益相殺の根拠について、
「単なる差額説的思考だけ
では、
いやしくも事故によって損害賠償請求権者に生じた利益であれば、

48

加藤一郎『不法行為』
（有斐閣、増補版、1974年）245頁。

49

加藤（一）
・前掲注（48）
『不法行為』245頁。

50

加藤（一）
・前掲注（48）
『不法行為』245頁。

51

四宮和夫『不法行為』
（青林書院、1985年）602頁。
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すべて、損益相殺することになってしまい、不当である」52という。
「損
益相殺は、『原状回復の理念』の反面としての『利得の防止』の思想に基
づくもの」であり、
「損益相殺は－『原状回復の理念』がそうであるよう
に－規範的に捉えられなければならない」53とする54。この点は、差額説
のみに損益相殺の根拠を求めた澤井との大きな違いである。
次に、四宮は、損益相殺の要件として「利益が不法行為を契機として
生じたものであること」と「両者関係からして損益相殺を認めるのが衡
平である、と判断されること」が必要であるという。四宮は後者を「法
「法的同質性」の内容として「当該利
的同質性」とよんでいる55。四宮は、
益が実質上当該損害の填補ないしその肩代りをするという目的ないし機
能をもつとか、両者が、実質的にみて、対価と対価との関係、同一の地
位に由来する利用と負担との関係、あるいは担保物と債務との関係、に
相当する」場合などとしている56。一見すると、損害と利益との関係に焦
点が当てられているように見える。しかし、
具体的な場面を見ていくと、
非常に多くの事情を考慮していることが分かる。しかも、その理由付け
は、法的な観点から説明するというよりも、かなり直感的・感情的な説
明を含んでいる。
例えば、被害者に生じた利益が第三者に対する請求権である場合の損
益相殺の可否という問題がある。四宮は、この問題について、「損益相
殺による損害賠償額からの控除を認めると、賠償義務者が、みずから害
を加えた賠償請求権者に対し、汝みずからが第三者から取立よと要求す
ることになって、不当である……この場合には、直ちには損害と利益と
の間に法的同質性があるとはいえず、請求権規範の目的 ･ 機能が損害の

52

四宮・前掲注（51）
『不法行為』600頁。

53

四宮・前掲注（51）
『不法行為』601頁。

54

その理由として、四宮は、例えば資産家を殺害した場合、遺族の扶養義務

の侵害に対する損害賠償を免れることになり、規範目的（人命の保護、不法行
為の予防的機能）に反し不当である点、及び不法行為を契機に利益を得ても損
益相殺しない場合がある点を指摘している。
55

四宮・前掲注（51）
『不法行為』602頁。

56

四宮・前掲注（51）
『不法行為』602頁。
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填補にあっても損益相殺は認められない」という57。ここでは、「請求権
規範の目的 ･ 機能」にかかわらず、結論の不当性だけを理由に法的同質
性が否定されている。
他に特徴的な点としては、
養育費の節約に関する説明がある。四宮は、
「子の養育は愛情 ･ 人倫あるいは社会の責務によるのであって、－労働
能力取得のための経費という機能は否定しえないにしても－規範的見地
0

0

からは、その出資を免れたことを損益相殺すべき利益と見るべきではな
0

0

58
という。「利益と見るべきではない」の意味は明確ではないが、因
い」

果関係と法的同質性から損益相殺を判断するという枠組みを前提とすれ
ば、法的同質性を否定する趣旨であろう。そうであれば、「愛情 ･ 人倫」
などといった、法的ではない観点からも、法的同質性は判断されること
になる。
このように、四宮の「法的同質性」とは、単に利益と損害との関係の
みをいうものではない。利益が第三者に対する請求権である場合の説明
のように、結論の不当性のみを根拠に、損益相殺の要件であるはずの法
的同質性が否定されるのであれば、要するに、結論が不当であるから損
益相殺は認められないというに等しく、要件の意味がない。また、養育
費の節約に関する説明のように、
「子の養育は愛情 ･ 人倫」等によるも
のであるから、それを免れたことを利益と見るべきではないという説明
は、直感的・感情的には納得できなくもないが、それをどのように法的
に構成するのかは不明である。最初に述べたように、四宮のいう法的同
質性の内容は、「損益相殺を認めるのが衡平である」ことである。四宮
の具体例に関する説明を見る限り、結局、四宮のいう法的同質性は、損
益相殺の判断の指針としては基準性に乏しいといわざるをえない。様々
な法的評価の受け皿ないし源となる抽象的概念にとどまるといえよう。
第７

57

重複填補

澤井は、損益相殺と賠償者代位との区別を、利益の直接性（被害者の処分行

為を必要としないこと）の有無に求めており、四宮のいう「法的同質性」は、
澤井説の直接性をも包含する概念であるということができる。
58

四宮・前掲注（51）
『不法行為』605頁。
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このような民法の議論とは別に、保険法の研究者から、保険給付と損
害賠償との重畳的給付の調整という視点が提示された。これは損害賠償
と保険給付を同一の損害に向けられた重複の填補と捉え、両者の関係を
検討するものである。
この視点は、交通法学会のシンポジウムにおいて「重複填補」として
議論され59、以後、重複填補という言葉がよく用いられるようになった。
従来の民法の学説では、被害者が受けた利益を損害賠償にどう反映さ
せるかという点に焦点を当てた検討がなされてきたが、
「重複填補」の
視点からは、賠償権利者、賠償義務者及び保険者の三者の関係を検討す
ることになる。
重複填補の考え方は、
民法学説においても採用され、判例に対しても、
単なる損益相殺ではなく、より広い観点からの検討が必要であるとの指
摘がある60。
もっとも、重複填補と損益相殺の関係について、統一された認識が形
成されているとは言い難い。
今日の基本書では、損益相殺と重複填補とを明確に区別しないのが一
般的である。一方、重複填補は給付の調整の問題であり、損益相殺とは
別の問題であるとの見解がある。古くは、前述の通り、杉之原が前掲大
判昭和３年３月10日の判批で述べている（ただし、杉之原は共済組合に
関する特殊な問題として議論している。
）
。今日でも、潮見がこの見解を
採用している。具体的には、潮見は、損益相殺を、被害者が不法行為と
同一の原因によって利益を受けた場合に限定し、厳密には同一の原因と
は言えない場合でも被害者が一定の利益を取得したことから賠償額を減
額する場合を損益相殺的調整（重複填補）として区別している（なお、
潮見が例として挙げているもののうち損益相殺の対象となるとしている
ものは生活費控除のみである。
）61。

59

『損害の重複填補・逸失利益の算定』
（交通法研究第10・11合併号）１頁以下

（1982年）
。
60

潮見佳男「人身損害賠償請求権の相続的構成と損益相殺・併行給付問題」阪

大法学44巻２・３号460頁（1994年）
。
61

潮見佳男『不法行為法』
（信山社、1999年）326頁。
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第８

現在の判例

上記の通り、前掲最（大）判平成５年３月24日は、損害と利益との間
に同質性があれば、公平の見地から損益相殺的な調整をするとして、澤
井説に近い基準を判示し、この基準は、遺族年金の問題に限らず、広く
採用されている（例えば、遺族年金給付に関する最判平成16年12月20日
判時1886号46頁、ヤミ金に関する最判平成20年６月10日民集62巻６号
1488頁の原審、欠陥住宅に関する最判平成20年６月24日判時2014号68頁
の原審、労災保険法に基づく各種社会給付及び障害年金に関する最判平
成22年９月13日民集64巻６号1626頁、労災保険法に基づく休業給付及び
障害一時金に関する最判平成22年10月15日裁時1517号４頁及び労災保険
法に基づく遺族補償年金に関する最（大）判平成27年３月４日裁時1623
号１頁）
。
しかし、すべての判例が、損益相殺について、平成５年判決の基準を
採用しているわけではない。最判平成６年12月20日民集48巻８号1676頁
は、市長が違法に固定資産税を徴収しなかったことによる損害が問題と
なった事件であるが、損害と利益との間には、
「対価関係があり、また、
相当因果関係がある」として、損益相殺を認めた。また、最判平成８年
５月31日民集50巻６号1323頁は、交通事故後に被害者が事故とは無関係
に死亡した事案において、
「交通事故と死亡との間の相当因果関係が認
められない場合には、被害者が死亡により生活費の支出を必要としなく
なったことは、損害の原因と同一原因により生じたものということがで
きず、両者は損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき損失と
利得との関係にない」
として、
損益相殺を否定している。最近の判例にも、
前掲最判平成20年６月10日や前掲最判平成20年６月24日など、平成５年
判決とは異なる基準で損益相殺を判断しているものもある。
一方で、前掲最判平成22年10月15日の千葉裁判官補足意見は、平成５
年判決を前提に前掲最判平成16年12月20日の見直しの可能性に言及して
おり、少なくとも一定の問題については、平成５年判決の基準は揺らい
62
でいないようである 。

62

その後、前掲最（大）判平成27年３月４日は、労働者災害補償保険法に基づ

く遺族補償年金について、前掲最判平成16年12月20日を変更したが、この平成
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なお、平成５年判決以降、判例は「損益相殺的な調整」との表現を用
いるようになった。前掲最判平成20年６月10日や前掲最判平成20年６月
24日はともに「損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の
損害額から控除することも許されない」との表現で損益相殺を否定して
いる。判例の文言からすると、判例は、損益相殺と損益相殺的な調整と
を区別しているようにも見える。また、損益相殺は不法行為等を原因と
する場合であるのに対して、損益相殺的な調整な厳密には原因を異にす
るが、重複填補として調整されるものをいうとして、両者の区別を主張
する見解もある63。
しかし、平成５年判決において問題となった状況を考えれば、損益相
殺的な調整は、損害賠償法の利得禁止原則によって利得が禁止される場
合に、代位の適用の有無を問題とすることなく損害賠償請求権を減額す
るための概念であるといえよう64。それゆえ、損益相殺と損益相殺的な
調整とを明確に区別することはできない。
第９

現在の学説

現在の学説には、当初の意味の相当因果関係説を採るものはない。填
補性・同質性基準を採るものが多い65が、潮見は填補性・同質性基準を
基本としながらも、利益の発生原因も加味した考慮をしている66。少数
ではあるが、修正相当因果関係説を採る見解もある67。
石坂以来ほぼすべての学説において、根拠や要件はともかく、損益相
殺自体は承認されてきた。しかし、平井宜雄は、保護範囲説の立場から
「控除されるべき利益は一義的な公式によって定められないほど複雑多

27年最判も、平成５年判決を前提としている。
63

潮見・前掲注（61）
『不法行為法』326頁。

64

拙稿「判批」北大法学論集64巻１号38頁。

65

近江幸治『事務管理・不当利得・不法行為』
（成文堂、第２版、2007年）203頁、

吉村良一『不法行為法』
（有斐閣、第４版、2010年）171頁。内田・前掲注（８）
『民
法Ⅱ』448頁は、判例として、填補性・同質性基準を挙げる。
66

潮見・前掲注（61）
『不法行為法』326頁。

67

加藤（一）
・前掲注（48）
『不法行為』245頁。
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68
様であり、現在の実務では金銭的評価のうちに埋没してしまった」
と

して、損益相殺概念を否定し、金銭評価の問題に解消した。
損益相殺を否定しないまでも、従来の学説の対立に対しては、填補性・
同質性基準は同質性の判断において、相当因果関係説においては「相当
性」の判断において、ともに損害賠償の目的・機能や当事者間の公平を
考慮しており、結局、両者の間に著しい隔たりはないとの指摘がされて
いる69。
また、近江幸治や内田貴は、損益相殺には、政策的な判断を欠かすこ
とができないと指摘して、その判断は容易ではないとしている70。
第10

小括

これまで見てきた、日本における損益相殺についての議論の推移を大
まかにまとめると、次のようになる。
まず、学説継受期に、石坂がドイツから損益相殺概念を紹介した。こ
こで損益相殺の要件とされたのは、
損害について求められるものと同じ、
相当因果関係であった。しかし、相当因果関係説に対しては、損益相殺
される利益を適正に決めることができないとの批判もあり、学説は、相
当因果関係説の修正を行った。この流れの到達点というべき我妻は、名
目上は、相当因果関係といいつつも、実際には、予見可能性等の要素を
全て排除し、
端的に
「公平」
で決めるべきであるとした。宗宮においては、
利益の原因を損益相殺の要件とし、相当因果関係説を批判した。
損益相殺概念が日本に紹介されたのが遅れたためか、明治期の判例の
中で損益相殺という考え方を採用したと見られるものは知られていな
い。大正期の判例には、死亡による損害賠償の場合の生活費の控除にお
いて、
損益相殺の観点を採用したと見る余地があるものがある。ただし、
判例はここでも損益相殺という用語は用いておらず、判例が、損益相殺

68

平井宜雄「不法行為における損害賠償の範囲」坂井芳雄編『現代損害賠償法

講座７』
（日本評論社、1974年）25頁。
69

潮見・前掲注（２）
「差額説と損益相殺」122頁。

70

近江・前掲注（65）
『事務管理・不当利得・不法行為』203頁、内田・前掲注（８）

『民法Ⅱ』449頁。
北法66（4・257）1191

［60］

論

説

という考え方を採用したのかは疑問が残る。判例が初めて損益相殺（正
確には「損得相殺」
。
）という用語を用いたと見られるのは、昭和に入っ
てからである。判例は、死亡による損害賠償において、被害者の遺族が
共済組合から受ける年金について、損益相殺を認めた。しかし、この判
例に対して、学説は否定的な態度を取った。
戦後に入り、澤井が差額説の立場から、新たな損益相殺理論を提唱し
た。澤井説は、損益相殺の要件の中核に、損害と利益との填補性（法的
同質性）を置いた。従来の見解は、損害賠償の原因となる事実と利益の
関係のみに着目していたから、
この点で、
澤井説は画期的であった。もっ
とも、填補性の判断は、損害賠償法の目的と当事者間の衡平を基礎にす
べきとされているが、その内容は明確ではない。
しかし、澤井の提唱した、損害と利益との関係を考慮するという観点
は、徐々に判例に取り入れられ、さらに学説にも広まっていく。
戦後しばらくの間の判例には、澤井説の影響は見られない。前掲最判
昭和39年６月24日は、年少者の死亡における養育費の節約について、利
益が被害者に生じたものではないとの理由で、損益相殺を否定した。ま
た、前掲最判昭和39年９月25日は、生命保険金について、保険金の性質
及び保険金は不法行為の原因と関係なく支払われるべきものであるとの
理由から、
損益相殺を否定した。しかし、
前掲最判昭和41年４月７日は、
不法行為の被害者の遺族が取得した遺族扶助料について、被害者の損害
とその遺族の受けた利益との関係を問題にして、
「損害賠償額の範囲を
定めるにあたり依拠すべき衡平の理念」から、利益の控除を認めた。さ
らに、前掲最判昭和50年10月24日は、問題となっている利益と逸失利益
とが「実質的に同一同質」であるとして、控除を認めた。そして、前掲
最判昭和53年10月20日は、養育費の節約について、理由付けを見直し、
「損失と利得との同質性」の欠如を理由に、
「損益相殺の法理又はその類
推適用」による控除を否定した。ここでは、澤井説の強い影響を見るこ
とができる。加えて、
判例は、
前掲最
（大）
判平成５年３月24日において、
「損害と利益との間に同質性」がある場合に、
「公平の見地」から、損益
相殺的な調整を図る必要があるとした。この判例は、法的同質性説を採
用したものということができるが、後の判例の展開を見ても、かなり広
い射程を持つことが分かる。
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判例が、損害と利益との関係を問題にするという考え方を採用した後
に、学説にも同様の考え方が広まっていった。学説は、最初は、形式的
に、相当因果関係説を維持した上で、損害と利益との関係を検討してい
たが、四宮は、澤井説を「基本的には……支持したい」として、填補性・
同質性基準を採用した。もっとも、填補性や同質性の内容は、いまだに
明確になっていない。学説上は、重複填補という概念も提唱された。重
複填補は、賠償権利者及び賠償義務者だけではなく、利益の提供者との
関係をも考慮すべきという点で画期的であったが、現時点では充分成功
しているとは言い難い。
現在の判例の状況としては、前掲最（大）判平成５年３月24日の「損
益相殺的な調整」
に関する基準は、
多くの判例において採用されている。
この損益相殺的な調整は、損害賠償法の利得禁止原則によって利得が禁
止される場合に、代位の適用の有無を問題とすることなく損害賠償請求
権を減額するための概念であると考えられる。それゆえ、代位と無関係
の場合においては、判例は、前掲最（大）判平成５年３月24日と異なる
基準を採用している。例えば、前掲最判平成６年12月20日や前掲最判平
成８年５月31日は、相当因果関係を問題にしている。また、最近の判例
としても、前掲最判平成20年６月10日や前掲最判平成20年６月24日のよ
うに、同質性とも相当因果関係とも異なる理由で損益相殺を否定する判
例がある。それゆえ、判例における損益相殺に関する一般的な準則を読
み取ることはできない。また、
「損益相殺的な調整」にしても、その基
準は、
「損害と利益との間」の「同質性」と「公平の見地」という曖昧な
ものであり、明確な基準があるとはいえない。
現在の学説においては、填補性・同質性基準が多く見られるが、既に
述べたように、填補性 ･ 同質性の内容は明確にはなっていない。それゆ
え、結局、相当因果関係説（ただし、これは本稿の区別に従えば、修正
相当因果関係説である。
）と填補性・同質性基準の間に、明確な差異を
見出すことができないのである。
第３節

次章以降との関係

以上で検討したように、日本の判例および学説は、ともに、損益相殺
北法66（4・255）1189
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に関する明確な基準を打ち出すことができずにいる。特に問題であるの
は、填補性や同質性の意義が明らかではないにもかかわらず、填補性・
同質性基準が広く使用されていることである。それゆえ、一見理由付け
がなされているように見えても、結局、明確な理由が無い場合も多い。
そもそも、現在では、損益相殺概念を否定する平井説も存在すること
から、損益相殺自体について、より根本的な検討が必要であるように思
われる。思えば、損益相殺という考え方も、また、相当因果関係や法的
同質性という基準も、ドイツ法を参考にした議論であった。それゆえ、
損益相殺は、当初はどのような理論であり、また、どのような発展を遂
げたのかを明らかにすることが、今後の議論の上でも、また、従来の議
論を検討する上でも有益であるように思われる。
もちろん、本稿は、法史学の研究を行うものではなく、現在の法解釈
を行うものである。それゆえ、
外国法の現在の法状況を検討することも、
また、今後の議論のために有益であるものと考える。
そこで、次章においては、日本に紹介されるまでの損益相殺の議論を
検討する。さらに、第３章においては、比較法的検討として、次章で扱
う時代より後のドイツの議論及びアメリカ法・オランダ法の議論を検討
することとする。
これらの検討を踏まえた上での、日本法の従来の議論についての評価
は、第４章及び第５章において行う。
※

本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「損害賠償法におけ

る損益相殺に関する総合的研究」
（2015年３月25日授与）を加筆・修正し
たものである。なお、本稿は、執筆にあたり JSPS25・2206の助成を受
けた。
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法と情報空間（３）
── 近代日本における法情報の構築と変容 ──

郭
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法的コミュニケーションの研究とその意義

第一章

情報としての法－法的コミュニケーションの研究



（以上、66巻２号）

第一部

メデイア主導の法情報

第二章

マスコミにおける法的問題の構築─新聞を素材に
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ユーザ主導の法情報─2010年公訴時効改正を素材として

第五章

2010年公訴時効改正の法制審議会における世論の役割

第六章 裁判の言説と世論の言説─足立区女性教員殺害事件を素材
として
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結論
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第三章

第二節

雑誌における法的問題の構築
─『法律時報』の事例研究を兼ねて
法律雑誌の大衆化は可能なのか
─『法律時報』
（1929-1936）の編集過程を素材として

本節では、法律雑誌の大衆化戦略に焦点を当てて、事例研究の形で考
察する。具体的には、
日本で最も古い法律雑誌である1929年創刊した『法
律時報』を検討の対象とする。86年間に渡って刊行されてきたことを考
慮すると、それぞれの時代で『法律時報』が採用してきた編集の戦略が
成功したといえるのかもしれない。従って、
『法律時報』の編集過程と
内容構成は、単なる個別メデイアの事情を超え、法律家の情報発信とし
て法的コミュニケーションのメカニズムやその変容を理解する手掛かり
になると思われる。
ところで、そもそも「大衆化」という発想は、限られた読者層を想定
した専門誌である法律雑誌の性格と無関係ではないか、とも思われる。
この点について、
「大衆化」という概念の内実から敷衍しておきたい。
既存のメディア研究では、メディアの大衆化を量的な側面の「大衆化」
と質的な側面の「大衆化」を分けて論じている。例えば新聞の場合、発
行部数や読者とオーディエンスの総数、大衆を多数・大規模といった量
的な側面に限ってみると、
「内容の理解に知識や教養を必要とする高級
紙」と、「わかりやすいが扇情的である通俗紙」の対立または「高級紙か
ら通俗紙へ」という新聞産業の発展過程を「大衆化」と呼んでいる1。この
点に関して、法律雑誌は法学の知識や情報を理解し、議論できる（ある
いは目指している）読者、具体的には法律学の学習者、実務家と研究者
を想定していると思われる。だが、新聞の大衆化理論に従えば、法律雑
誌における「大衆化」の実現とは、読者層を如何に「大衆」まで拡張して
いくかを意味することになる。言い換えると、法律雑誌の「大衆化」を
めぐる議論を通じて、多くの市民が法制度や法律学に関心を持つに至っ
1

土屋礼子「両大戦間期の大衆文化とメデイア・オーデイエンス」吉見俊哉＝

土屋礼子『大衆文化とメデイア』
（ミネルヴァ書房、2010）31 ～ 34頁を参照。
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たか否かについて論じることができる。
また、大衆化の問題を通じて、法律雑誌の読者と第２章で論じた新聞
における「大衆」を比較する。広範な人々が法律雑誌を通して情報を収
集しようとすることは、専門家の情報発信に対するニーズを示している
ともいえるだろう。ただ、
いうまでもなく、
「大衆」という言葉において、
そこでは様々なタイプの読者が混在している。新聞で想定された大衆と
法律雑誌で想定された大衆が、同一の大衆であるとは限らない。一般市
民が情報としての法的コミュニケーションにどの程度参加できるかに
は、法情報の形成過程やその類型に関わる。本節における大衆化という
ことでみれば、新聞などマス・メデイアのような読者層を前提にするの
ではなく、法律雑誌をめぐる執筆者、編集者や読者のダイナミックな関
係から「法の読者」を捉え直すという意味も含まれる。
以下の検討素材とする『法律時報』は、法律情報の商業誌である。第
一節で整理したとおり、日本では学会・大学から刊行したもの、すなわ
ち学術研究の一環としての出版物と、裁判所など公的機関で判例、条文
とその審議過程の情報を掲載するもの、すなわち情報の公開という公的
サービス以外に、商業誌としての法律雑誌という出版物も広く社会に浸
透している。商業誌としての法律雑誌は、内容的に学術出版、法情報の
公示、さらに一般向けの解説どちらの意義も兼有し、まさに『雑』つま
り総合的な法情報を提供するものである。従って、法律家の情報発信史
においては、商業誌としての法律雑誌が最も多様な読者を獲得できるメ
ディアとして捉えることができる。それゆえ、法律家が社会に対して情
報を発信してきた変化を検討するのにあたって、法律商業誌の事例研究
を行うことには意義があると考えられる。
第一款

昭和初期の出版環境と法律雑誌

以上では、法律雑誌における「大衆化」の意義を確認した。次は、法
律商業誌の誕生時点に遡り、
そこでの前提とされた時代状況を確認する。
法律雑誌のジャンルはどのように定着してきたのか。この点について、
従来の研究では、学者や編集者の体験談、当時の出版史から断片的な記
録が残っている。法律商業誌の基本的な形態が成立したのは、昭和の初
2

期である 。その時期になると、いわゆる「円本ブーム」が起こり、教養
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向けの書籍が流行し、
『大衆化』がそうした出版戦略のキーワードにも
なった。
いうまでもなく、
「大衆化」の出現は、読者の読解能力を意識せざる
を得ない社会的背景が関わっている。上述のように、誕生初期の法律雑
誌は、同人誌と公的情報公開のルートとして書き手・出版者の意向が強
く反映するようなものであった。明治末から大正時期に入ると、出版や
販売ルートが安定化し、学術専門のものも含めさまざまな雑誌メディア
は日本社会に普及していった3。また、岩波書店（1912年）を始め社会科
学関係の本が多数出版されるようになった。例えば、有斐閣の『法律学
業書』
（1917年）がその時代を代表する出版物として位置づけられる4。法
律雑誌のみを対象とした出版データは残っていないが、いずれにせよ、
当時の代表的な出版物を紹介する出版資料においては、法律学関連書籍
についてしばしば言及されていることから、少なくとも法に対する社会
の関心があったものと推測されるだろう5。
また、1920年代後半に、
『法律時報』が創刊した前後の出版状況につ
いては、以下のような二つの特徴が法律雑誌の経営に関係していたもの
と思われる。
第一に、教養のブームと一般読者の増加が挙げられる。その現れは、
低価格の教養全集物（いわゆる「円本ブーム」
）
、文庫本の流行すなわち

2

鈴木竹雄＝大隅健一郎『座談会 間談・法律雑誌あれこれ』商事法務1000号、

300-301頁を参照。
3

当時、発行所から小売店への取引ラインが安定してきたことで、全国的に定

価販売が実現するようになったことなど、大量の出版物を販売・流通を可能に
した環境は大正後期すでに整っていた。小林善八『日本出版文化史』
（日本出版
文化史刊行会、1938）257－260頁を参照。
4

小川菊松『日本出版界のあゆみ』
（誠文堂新光社、1962）116頁を参照。

5

その時期の法律雑誌の出版データを専門に扱う調査や統計は少ない。戦前の

出版データの所在に関しては、高橋裕「明治中期の法律雑誌と大阪攻法会」法
と政治62巻１号Ⅱ、168－170頁の注が手掛かりになる。また、ここで扱った
大正昭和初期の法律書出版に関しては、警察統計に関連の記述が残されてい
る。内務省警保局『出版警察概観昭和五、六年』
（龍渓書舎＝復刻版 不二出版、
1981）８－24頁を参照。
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教養本が次々と出版された状況に見出せる。なかでも、日本評論社が円
本として『現代法学全集』を刊行し、大成功を収めた。その後、『現代法
学全集』の読者を「日本評論社の固定読者として組織化」するために新
しい法律雑誌の創立が提案され、その企画が後の『法律時報』という出
版物となった6。少なくとも商業誌としての法律雑誌の誕生はそうした出
版の大衆化に支えられていた。永嶺重敏の研究によると、
「円本の購読
者層の中心的存在となったのは都市のサラリーマン層や職業婦人といっ
た新中間層、学生層、旧中間層、農村部においては地主層や自作上層に
属する人々であった」という具合で、いわば階層横断的に読者集団は形
成されていた7。その背景に、大正末期から昭和初期にかけて促進された
高等教育の大衆化、または1925年普通選挙法の公布－納税要件の廃止－
によって、900万人ほど増加した有権者の側による教養への要求が考え
られる8。法律書籍も例外ではなく、専門家が執筆した円本や文庫本を通
して、法専門家の発信範囲は学者や法律実務家以外、いわゆる「大衆」
へ拡がっていった。初期の『法律時報』も労働問題の論述を相次いで掲
載しており、そこには「大衆化」という当時の出版状況に共通した一面
が表れている。
第二に、言論空間の拡大と多様な執筆者という点で特徴がある。上述
した教養文化ブーム以外にも、専門誌が大衆化していく様子として、総
合雑誌の評論における執筆者の変化──職業的評論家層の退出と政治
家・軍人・実業家などの「素人」への寄稿依頼─いわゆる局外評論の現
象が起きていたことは見逃せない。こうした局外評論家の中には、法律
家の名もしばしば挙げられている。例えば、末川博「現代ジャーナリズ
漫語」
（1935）は、民法学者である自分にジャーナリズム論の依頼が回っ
てきたこと、
それ自体について言及している
（
『中央公論』1935年１月号、
93号）。『法律時報』の創立者である末弘厳太郎も総合雑誌での評論家と

6

福島正夫＝川島武宜『穂積・末弘両先生とセツルメント』
（東京大学セツルメ

ント法律相談部、1963）101頁を参照。
7

永嶺重敏『モダン都市の読書空間』
（日本エディタースクール出版部、2001）

第４章を参照。
8

佐藤卓也
『キングの時代－国民大衆雑誌の公共性』
（岩波書店、
2002）
16頁を参照。
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して活躍した人である。彼の代表作である
『嘘の効用』及び『役人学三則』
は法律雑誌ではなく、教養雑誌である『改造』に連載されたことから、
アカデミックの知とジャーナリズムの情報を人的な側面から連続的に捉
えることが可能である。連続的に捉えることで、評論が大衆の読書行為
に連動していることも確認される9。法律学のような専門情報について、
素人の読者がそれらを系統的に選別することは容易ではない。そのため、
法律雑誌の大衆化には、専門家による法情報の案内という役目も担わさ
れている。こうした場合、情報の主題や内容だけではなく、読者が一般
評論家としての法律家の人物属性（立場、経歴、文才など）を意識する
場合も考えられよう。従って、法律家が一般総合雑誌での評論活動を展
開することで商品としての法律雑誌の価値が上がることにもなる。そう
いう意味で、創刊当時から『法律時報』の表紙に飾られている「末弘厳
太郎」という氏名を掲げておくことは象徴的な現象なのかもしれない。
しかしながら、
法律雑誌の大衆化に関しては、
それに反する動向があっ
たことについても言及しなければならない。まず、法学雑誌の専門化と
細分化である。大正13年─昭和５年まで法律雑誌の書誌情報を網羅的に
集録した『法律論題』
（
『明治、大正、昭和前期

雑誌記事索引集成』14巻）

を参照する限り、大正13年の目次には『東京日日新聞』
（社説「法律学究
の夢」９月18日）
、
『大阪毎日新聞』
（10月の論説）、『大阪朝日新聞』
（12
月の論説）のような一般新聞の記事も記録されている。それに対して、
昭和４年の文献リストには新聞が姿を消したものの、新たに登場した雑
誌として『信託と証券』
、
『銀行判例』または『法律知識』が挙げられる。
こうした現象から、社会効果を強調する法の機能面から法適用の技法へ
といった編集原理の変化を伺うことができるかもしれない。その時期に
弁護士が雑誌の刊行人を担当していたことを考慮に入れるなら、司法実
務の観点から法律雑誌を系統的に収集し、法律学の一般解説のような資
料を意図的に避けている可能性も否定できない。この推測が正しいとす
れば、その時期に法律文献リストから消えた新聞紙情報があるというこ
とや、具体的な法分野を集中的に取り扱う雑誌が出現してきたというこ
9

『批判メデイア論－戦前期日本の論壇と文壇』
（岩波書店、2015）265－266頁

を参照。
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とは、それ自体で法情報の多様化を反映しているのかもしれないが、同
時にそれがもたらす内容の細分化という側面にも注意しておかなければ
ならない。内容の細分化とともに、思想や知識を共有できる読者を対象
に絞ろうとした法律雑誌の側の戦略についても推測することができるだ
ろう。そして、このことが「大衆化」の方向とは逆の方向へと導こうと
する現象を示しているのかもしれない。
次に挙げられるのは、検閲制度とそれが法律関連出版物に対してもた
らす影響の問題である。
『法律時報』が誕生した1920年代はまだ「戦前」
であり、こうした時代背景を無視することはできない。出版についてみ
れば、それは出版の検閲制度との関係から問題になる。当時の「出版法」
（明治26年４月公布）19条は、
「安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモ
ノト認ムル文書図画ヲ出版シタルトキハ内務大臣ニ於テ其ノ発売頒布ヲ
禁シ其ノ刻版及印本ヲ差押フルコトヲ得」を定め、この禁止処分に関す
る決定は内務大臣の専権事項となっていた。総数は少ないようだが、一
部の法律関連の書籍は、秩序の安寧維持を理由に、発売禁止処分を受け
ている10。そのなかには、法律書、法学理論など、憲法や刑法の解説書
なども含まれている。
興味深いのは、一般向けの法律書物が検閲制度の対象になりやすいと
いう点である。当時は、書物による社会への影響力、すなわち研究内容

10

取締の対象は無産階級運動（労働組合も含め）
、共産主義など左翼の論調を

提げたものや、そうした主張を政治的論点として抽出したり実践活動を煽った
りする出版物であったとされる。法律雑誌類に関しては、例えば『法律戦線』
（1922年創刊─1930年停刊、刑法改悪特集に注意処分、1930年４－８月の議会
制度や産業構造に関する特集に発売禁止。注５・内務省警保局、194－200頁を
参照）
などが挙げられる。単行本に関しては、
鈴木安蔵
『憲法の歴史的研究』
（1933
年、＜法の階級性強調）の理由）
、ピォントコフスキー＝井藤誉志雄（訳）
『マ
ルクス主義と刑法』
（1934年、＜共産主義の戦略戦術を詳述し不穏＞の理由）
、
末弘厳太郎『法窓雑話』
（一部削除）がある。また、1935年10月１日に、政府閣
議で国体明徴につき、
『憲法講義・憲法関係出版物・国体観念徹底の３項に関
する処置概要』によって、20点余の憲法書および約10種の法学概要書の自発的
絶版処置や機関説関係の出版物の司法処分の方針が発表された（
『日本出版百
年史年表』
（日本書籍出版協会、1968）488－542頁を参照）
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の大衆化を発禁処分の判断基準としていた11。従って、「大衆」の読者層
を対象とする書物は、学者や実務家向けの「専門書」より秩序の維持に
与えるダメージが大きいと考えられており、出版者のリスクを考えるの
であれば、技術的で専門的な議論へとその内容が傾斜していくのも合理
的な判断として理解することができる。また、日本評論社の社史には、
法律専門書を中心とした事業の展開を通じて内務省と検察の情報を事前
に入手することで、中央公論社や改造社など大衆出版社に比べて治安維
持法による影響を回避しえたとの記載もある12。
以上は、
『法律時報』も含め法律商業誌の草創期における出版状況を
整理したものである。そこには、法律雑誌の大衆化という発想を支える
に足りるだけの読者集団が想定された上で存在し、出版や流通に関わる
技術面での社会発展が背景として存在したわけだが、法律学という情報
には、その当時の政治状況に影響されやすい面も見られることから、文
学など大衆化の進展とは、異なる特徴があったであろうことについても
注意をしなければならない。そうしたことを踏まえたうえで、本節の検
討対象である『法律時報』の運営について、実際の編集過程を通して検
討を進めていくことにしたい。
第二款 『法律時報』の編集過程
第一項 『法律時報』の誕生
1929年（昭和４年）12月１月に創刊された『法律時報』は、毎月一日の
発行とされている13。発行元は日本評論社14であり、定価は40銭であった。
11

注５・内務省警保局、70－72頁を参照。

12

鈴木三男吉『回想日本評論社』
（日本評論社、2007）66－67頁を参照。

13

実際に、
その発行日が変更されることもしばしばあったようである。例えば、

第２巻５・６号は、編集部が変わったことにより（日本評論社から切り離され
たことで一定の混乱が生じたようで）
、発行日が遅れ、２ヵ月分の合併号とし
て発行されたという趣旨の記事が編集後記にある。その他、
編集後記によると、
編集者兼執筆者であった末弘厳太郎の都合により、第３巻８号も発行が遅れた
ものと推測される。また1936年に８巻での「読者カード」によると、
「発行の遅
延しない」ことを求めたと思われる読者の意見が掲載されている。
14

『法律時報』の発行者である日本評論社は、
1918年（大正７年）末に創業され、
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その後、1930年に50銭に値上げされており、時には頁数の増加によって
60銭の特別定価も見られる。ちなみに、当時の物価は、『週刊朝日』が
15銭、美術館の入館料が50銭程度であり、
『法律時報』の価格は当時の
物価水準に照らして必ずしも安いものではなかったと思われる。そして
この点は、編集者自身も意識していたようである。値上げについて言及
した1931年２月号の「編集後記」によれば、
『法律時報』の値段は「執筆
者に充分な物質的保証」を与え、内容の質を維持するためのものとされ
ているが、読者は必ずしもその定価に納得しているわけではないとの記
事も見られる15。
本稿で取り上げるのは、
『法律時報』の第１巻（1929年12月１日）から
第８巻（1936年12月１日）までである16。末弘厳太郎は創刊号の「発刊の
特に法律、心理学を中心に社会科学の学術書を刊行してきた出版社である。た
だ学術書とはいっても、本論では高度な内容を含み研究者を主な読者層として
想定したような書籍を必ずしも意味するものとして捉えているわけではない。
例えば教科書や教養書などのように、学術出版社から刊行された様々なタイプ
の書籍という意味で用いることとする。この点については、日本評論社自身も
学術関係雑誌を出版社の重要なネットワークとして位置づけており、学術書の
出版過程と必ずしも結びつけているわけではないことに対して、注意をすべ
きである（参考日本評論社のホームページ http://www.nippyo.co.jp/company/
index2.php）
15

1936年７月１日に発行した第８巻７号の「読者カード」では、福島県の菊池

武司から「定価を値下げするか増頁するかどうかしてもらいたい」といった意
見が寄せられている。
16

本稿が対象とする1929－1933年は、国民に立脚した国家論いわゆる大正デモ

クラシーの社会環境から、戦時体制への言論の弾圧が段々高まってきた時期で
ある。こうしたことについて、編集後記や末弘の著作では殆ど触れられていな
いため、どのように捉えていたのかを推測することは難しい。ただ、明確な意
見が表明されていないという意味で、沈黙をある種の反応として見るならば、
そこに法というイシューの特徴が逆に浮かび上がっているのかもしれない。特
に本論の対象となる第８巻では、特集のテーマとして台湾や中国など他文化の
法体制、
法哲学や法思想史などの抽象的な理論を取り上げられている。つまり、
そこから垣間見ることができるのは、内地の政治・法体制とは一定の距離を取
ろうとする姿勢である。それが編集者の意図によるものなのか、外部からの圧
力による結果なのかは不明である。ただ、ここで「法」に関する学問的な側面、
［73］
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辞」において以下のように述べた。
①法律に関する重要な時事問題に対する適時・適切な解説あるいは権
威ある評論。
②新法令判例其他法律に関する著書論説等法律研究に必要なる資料文
献を秩序正しく且つなるべく漏れなく集輯紹介すること。
③
（法律）
専門家以外の人々も興味と理解とをもって読み得べき論説、
専門以外の人々から法律に関して述べられた権威ある意見、法律理解を
助けるに付いて重要な働きをする。
このように、編集者は『法律時報』が専門家以外の人々に対する法律
の
「普及機能」
、
つまり情報発信の側面を持つことを明確に意識していた。
そして、
80年代に『商事雑誌』が主催した法律雑誌に関する座談会では、
『法律時報』の創刊について、当時の日本社会においては、一般の人々
の法律情報に対するニーズの高まりが創刊の背景にあったと語られてい
る17。また、『法律時報』そのものが、末弘厳太郎が編集した『現代法学
全集』の大ヒットを背景に生まれた企画であったという事情からも読み
取ることができるだろう。両者には、教養的性質を備えた法律関係書籍
というところで共通するものがある。
また、こうした専門家による法情報発信が大衆化していく過程は、原
稿執筆者をどのように確保するのかという問題とも関連している。
『現
代法学全集』の編集作業を通じて形成された末弘と原稿執筆者との関係
『法律時報』の原
は、後の『法律時報』においても継続していた18。特に、
稿は、
法専門家との密接なネットワークの中で成り立っていた。例えば、
知識の専門性を強調したことによって、少しでも言論の政治性を脱色させよう
とした意図を読み取ることも不可能ではない。1937年以降の政治的抑圧の中で、
責任編集者である末弘の評論活動は『法律時報』のみに絞られていることにつ
いて、戒能通孝の「評論家としての業績」
（法律時報第23巻第11号末弘厳太郎追
悼号）を参照。
17

鈴木竹雄・大隅健一郎等「閑談・法律雑誌あれこれ」
『商事法務』1000号、第

298 ～ 299頁。
18

前注２を参照。
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創刊号に掲載された執筆者は、東京帝国大学教授が三名、その他には、
東京地方裁判所民事部長、司法省民事局長、大審院判事、司法省書記官
であった。また、法律相談の連載を担当したのも東京法律扶助協会主任
弁護士であった。これらの著者は、いずれも当時東大法学部教授であっ
た責任編集者末弘厳太郎との間で仕事上の関係を有していた。また、
『法
律時報』の専任の編集者の中には、末弘の教え子たちが含まれている19。
「発行の辞」には、雑誌の誌面について、
「此雑誌は事法律に関する限
り学問上の価値をもってる限り浴衣がけの文章と雖も尚之を載せむとす
るのである。換言すれば表現の形式方法を自由にすることによって與へ
らるべき法律智識の内容と種類とを豊富にせむとするのが雑誌の特色で
ある」と述べられている。ここには、法律の有効な伝達は、内容の「通
俗化」によるのではなく、文の構造・形式の工夫を通して達成できると
いう考え方が現れている。
『法律時報』の誌面には、特集の論説を目玉
として、巻頭言・口絵・随想文・新刊批判・資料・判例・新法令・学術
文献・法律相談・法律時事・編集後記・読者カードなどが掲載されてい
た。当時の他の法律雑誌と比べて、多彩な情報を伝えようとする構成に
大きな特徴があるといえよう。
「法律知識の大衆化」
のような理念の下で生まれてきた『法律時報』は、
法学の社会発信を強く意識した媒体であったが、これに対する社会（読
者側）の反応も良好であった。創刊当初の申込数は1500000部、申込金
の総額は30万円であった20。
『法律時報』の編集と同時期に、末弘厳太郎が責任編集者として1935
年の『現代法令全集』
（全18巻）
、1936年の『新法学全集』
（全40巻）が日
本評論社から出版されている。これら法律書のヒットは、またその時期
の日本評論社にとっては、経営上の大きな支えとなった21。ただ、戦争
19

当時『法律時報』編集部のコアメンバーである彦坂竹男は、1920年代後半東

大セツルメントの法律相談活動に参加し、末弘厳太郎の提言に従って『法律時
報』の編集生活を始めたようである（注６・セツルメント99－100頁）
。
20

山本秋『法律時報創刊前後のこと』法律時報臨時増刊「昭和の法と法学」
、第

263－267頁を参照。
21

鈴木三男吉『回想の日本評論社』
（非売品）日本評論社（2007年）
、第45－48頁

を参照。
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の影響により、雑誌の編集は戦時の言論統制22、編集者の流失23、また用
紙調達の困難24等の問題に直面し、日本評論社の経営は1952年に新会社
を発足させるまでの期間、
苦しい経営を強いられることになった。だが、
そうした逆境にもかかわらず、
『法律時報』は長期の休刊からは免れ、
戦中にも刊行が続けられた少数の雑誌の一つであった。
第二項 『法律時報』の編集観
上述の「発行の辞」のように、
『法律時報』の目的は、①法律時事問題
に対して適切な解説評論を提示すること、②新法令判例その他法律に関
する法律研究に必要なる資料文献を収集・紹介すること、③法律につい
て専門家以外の人々の関心と理解を得ること、という３つがあった。本
稿は、このうち①③を社会志向、②を専門志向と捉える。
『法律時報』
では、
法律情報に関するこのような２つの志向が対立するものではなく、
融合しうるものとされている。それを可能にしたのは、
『法律情報』に
独有の情報観である。本稿では、法律時報における編集方針の創立過程
を解明するため、編集後記のテキストにも注目する。編集後記は、記事
特集の趣旨、著者とのやりとりから発行の状況などの雑誌の運営に関す
るものとして、毎号の末尾に掲載される。それは、本来、雑誌が提供す
る本体の内容をなすものではないが、編集部や編者の立場から雑誌の意
義などを解説する役割を果たしている。編集後記には、著者や読者の意
見に対する応答もしばしば載せられており、編集者─読者─著者といっ
た三者間のコミュニケーションの場としても機能していた。
その他、本稿では、責任編集者であった末弘嚴太郎の執筆活動も視野
に入れる。上述のように、当時の『法律時報』では、編集部においても
22

1941年１月号の『法律時報』は、もともと河合事件第１審判決を全文掲載す

る予定であったが、
「社会の安寧秩序を乱す」という理由で、軍部に削除を命
ぜられたことがあった（前注21・鈴木、49頁）
。
23

横浜事件による編集者逮捕などの事件により、日本評論社の編集活動も影

響を受けた。前注21・鈴木、66－70頁を参照。
24

1945年に再刊された後の
『法律時報』
は僅か６号しか出版されていない。１、

２月号は B5判、３・４月号は A5判32頁、10月号、11・12月号は A5判32頁と
いう状況から資源確保が困難であったと思われる。
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執筆陣に関しても末弘の影響力が無視できないほど大きかったからであ
本稿では、
末弘自身の情報観26を参照することによって、
る25。それゆえ、
『法律時報』における編集の出発点を確認したい。
（１）データ性
目的②の通り『法律時報』が求めるものは、研究または社会生活に役
立つ資料である。そのような資料志向を、以下「データ性」と呼ぶこと
にする。『法律時報』においては、データ性の典型として、例えば判例
要旨、文献月報、新法令といった項目が挙げられる。これらは、読者の
興味を引き出すものというよりも、情報を簡潔かつ機械的に組み合わせ
るものである。要するに、研究などの特定の目的以外では、読者が読む
機会の少ないものである。また、これらの資料作成は、特別な能力を必
要とする作業でないため、編集者自身が行うことも可能である。文献月
法や新法令などの資料作成は、創刊当時から編集部の作業であり、1933
年の１月号以後は判例要旨の作成も編集部の作業に回されることになっ
た。『法律時報』のデータ性は、資料の項目に限られるものではなく、
その他の文体にもデータとしての側面がある。具体的には、口絵を挙げ
ることができる。1930年３月号では「本誌の口絵は、他の法律雑誌のそ
れと断然趣を異にした存在を保っておる。法律に関係あり、しかも学術
的に興味あり歴史的に貴重な材料」
（編集後記）を収集しようとしたもの
であるとされている。口絵には意識的に資料写真、司法漫画などが使用
され、時には口絵に解説を付す例も見られる。このように、口絵も資料
としての機能を担うテキストであったといえよう。
ここでのデータは、判例・法令など司法・立法活動の情報に、新聞で
掲載されるような一般の出来事も加えるものである。この背後には、社
会の現実に応答する法のあり方を重視するという考え方がある。その考
25

もちろん、編集部や執筆者が常に末弘と同調するわけではないので、彼ら

が末弘の理論をいかに理解していたのかについてはさらなる検討を加える必要
がある。
26

末弘の情報観に関しては、概ね以下の文献を参照。戒能通孝「評論家として

の業績」
、法律時報第23巻第11号末弘厳太郎追悼号；末弘厳太郎『物権法上巻』
（有斐閣、1921）
、
『嘘の効用』
（改造社、1922）
、
『断腸前後』
（一粒社、1951）
、
『法
学入門』
（日本評論社、1970）
。
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えは、
末弘が同時期に発表した「物権法」
、
「役人学三則」及び「嘘の効用」
の中に見られる。末弘は、
当時日本の法学の「技術志向」を強く批判し、
いわゆる条文の解釈を既存の条文における概念の演繹に止まっている法
学作業を問題視していた。これに対して、彼が提唱したのは、ある社会
における法の実現過程（law in action）を重視する考え方である。末弘
は法の実現過程を知るための手段として、早い時期から新聞のようなメ
ディアに期待を寄せていた。彼は最初の著作である『物権法』の中で、
新聞が現実を知るための有用な素材であると位置づけている27。
その故、「法律時報」もまた新聞と同様に、法の社会運用の「現実」を
掲載するメディアとして当時の法律時報編集部
（末弘）が想定していた。
ただし、
『法律時報』が一般の新聞との間に読者設定は異なっている。
従って、一般人に対する法情報と専門家対する法情報とは同じ内容なも
のなのか、いずれ両者が同じ内容（メッセージ）であるとしても、その
内容を同じ表現方法で編集されていたのか、については自明なことでは
ない。『法律時報』のデータ性の展開、つまり誰のため、どのような情
報を扱うことは後ほど編集組織とその編集やり取りで改めて検討する。
（２）即時（時報）性
例えば、新聞には、それが日刊の形態で発行される限り、ある一日の
うちに発生した社会の出来事を速やかに報道することが期待されてい
る。新聞にとって、即時性とは、まずもって当該媒体の刊行間隔に依存
しており、従って掲載される情報や取材の範囲からも影響を受けること
になる。
新聞で掲載された
「現実」
に対しては、
その時間または取材のネッ
トワークを通じて収集される情報から生み出すものであると解釈でき
る。そうした解釈に従えば、即時性に着目することで得られた事柄は、
当該媒体がどのような情報ネットワークを持っているか、またどのよう
な「現実」を採用しているのかを知る手掛かりとなり得る。
『法律時報』も、自ら発信者としての即時性を重視していた。しかし、
その即時性の意味は一般の新聞とはやや異なっていた。その違いについ
て、主に次の点が考えられる。
27

末弘厳太郎
『物権法上巻』
（有斐閣、
1929）
自序を参照。デジタル版に関しては、

以下のサイト http://homepage1.nifty.com/ksk-s/suehiroB1.htm が便利である。
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まず、内容的に、時事については、
「決してジャーナリズム的な興味
にのみ終始するものではない、それは普遍的な学問的生命に富んだもの
であった」
（編集後記 ･1930年６月号）とされた。つまり、『法律時報』に
掲載される文章は、必ずしも社会問題の関心度によって左右されるわけ
ではない。例えば、法哲学（1931年10月号のケルゼン特集）や法思想史
（1933年８月号に掲載された「明治法学史における一学派」）の内容を論
説で大きく取り上げるような場合も見られる。
また、『法律時報』の即時性は、雑誌の構成にも反映されている。
「判
例判旨」、「新法令」
、
「文献月報」
「新刊批判」
（近時法律関係の出版物に
関する紹介、いわゆる書評）では、発行前の月に現れた判決、立法動向、
論文や書籍を整理したものである。編集部自身の整理にしても、法学研
究者が担当するものにしても、その素材対象の範囲は前回の発行日から
今回の入稿日までに限定されている。それに対して、論説の部分は、社
会の現実問題とは言え、各文章の間に必ず客観的な時間軸を定められて
いるわけではない。つまり、その場合の即時性については、各執筆者の
研究関心や執筆期間に影響されるように思われる。ただし、特集の場合
は、
『法律時報』が特に国会の会期、つまり立法過程の進行を意識する
ような傾向が強く見られる。
要するに、
『法律時報』における即時性とは、一見客観的な時間の流
れに沿うように見えるが、実に雑誌編集の性質に従っている部分も確認
できる。
（３）情報の質への重視
末弘厳太郎は、民法学者でありながら、大正時代において「華々しい
評論活動」を行い、また編集者として法律情報誌『法律時報』を作り上
げた人物である。そのような活発な情報発信の背後で、彼は社会に対す
28
る法律知識の普及を狙っていた 。末弘は、法律普及の目標について、

末弘が『時事雑感』と題した時評で以下のように述べていた。

28

大正デモクラシーについては「学問の中では理論と社会的実態を結びつけ、

また学問の外では、権力、官僚と戦い、学者を社会民衆と直接にぶつけられる
ことを宿願とし、
且つ精力的に遂行された」
（前注26・戒能、
80頁）を評している。
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「世上法律の門外漢は動ともすると法律の力を過信して法律を以っ
てすれば何でも出来るやうに思ひ易い。所が法律にも自ら其及び得
る可き力に限界がある。法律を以ってする干渉が反って被害を生み
やすい事柄もある。然るに法律の門外漢は其の事に気つかないので
ある。
その故に吾々日常正しい法律知識の普及に努力している者は、一面
法律知識を一般に普及すると同時に、法律の社会的機能を明らかに
して其力の社会上正に及び得るべき合理的範囲を明らかにすること
が非常に必要である。
」


──「改造」昭和５年２月号
『法律時報』の草創期では、専門家以外の読者に対して、末弘の考え

たような「適当な解説」が前提とされていた。そして、上述の引用が示
しているように、
「適切な解説」に関して最も重視されたのは、単なる
法の「活用術」ではなく、社会全体の中で法の役割が如何に理解される
かという点である。こここにおいて、
「門外漢」と法律普及者の差は、
法律知識の量的な差ではなく、理解（質）の違いにあるとされている。
情報の質の問題に関する末弘の考え方は、新聞における司法 ･ 立法の
関係記事に対する評価から抽出することができる。末弘は、1930年２月
の法律時評において、ある交通事故について、新聞の報道が「法学部一
年生でさえ勉強すれば分かる」被害者の過失責任に重点を置くことを問
題視していた。このような考えから分かるように、末弘の立場に従えば、
新聞記事と法律家の発信との区別は、事実の切り口、つまり法的問題を
どのような社会関心と結びつけるかということにある。つまり、単なる
情報の正確さのみならず、情報の発信によって適切な社会関心を喚起し
うるかという点こそ法律情報の質を理解する上でのポイントであるよう
に思われる。また、新聞の問題点は、法の問題をめぐる情報提供の完全
度にあるとされる。1933年８月号『法律時報』において、編集部は、次
期帝国議会における立法の争点を中心に特集を企画した。その意図は、
「新聞紙における報道は極めて概括である」ため、
『法律時報』が市民に
対して情報を補充することにあるとされた（当号編集後記）
。また、
1936年12月に掲載された「読者カード」の意見に対する応答の中には、
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「法律・法学上の時事的な動きを中心にあるいは解説を試みあるいは（新
刊）紹介に努め或いは批判」することの目的は、
「正しき判断の材料を供
し、適切な解説を与えること」にあるとする編集者の理念が語られてい
た（当号編集後記）
（４）文体の柔軟化
上述のように、
『法律時報』の誌面では他の専門誌と異なり、論説の
他に随想、法律相談など、一般誌がよく使用した形式や手法が導入され
ていた。
『法律時報』の当初の目標は、学問としての法学の質を維持し
つつ、一般市民の教養誌としての価値（
「学術の外に少し読みでのある
もの」1930年６号）を実現しようとするものであった。その両者のバラ
ンスに関する戦略の一つは、現実の出来事に対する専門的な意見を提供
する。もう一つは、特に法律の問題について柔軟に語る随想、または読
者と交流するような法律相談などの新たな形式の法律記事の掲載である。
このような新たな形式に関して、まず責任編集者である末弘自らが
様々な試みを行っていた。雑誌編集の作業と同時に、末弘は、創刊から
1937年までほぼ毎回巻頭言、法律時評を担当し、また1935年３月号から
「民法雑記帳」の連載なども含め、論説、新刊批判、法律相談など幅広
いかつ多様な記事を『法律時報』に提供していた。新法令、判例、文献
月報など資料部分を除いて、末弘は、当時の『法律時報』の全てのジャ
ンルに挑戦したと言っても過言ではない。
末弘の柔軟な姿勢については、
専門家からも評価されている。それは、法律時評のような法制度・現象
をめぐるエッセーが、ある意味で問題提起の機能を持っていたからであ
29
る 。つまり、法律時評を通して、法律専門家は法律問題の背景にある

社会の現実を認識できるようになった。次の部分で介紹するが、法律時
評の「時」は、単に時事的な意味のそれではなく、それが研究課題に転
換される可能性も考えられている。
『法律時報』に対して、どのような
ジャンルの記事が求められたか、また誌面の変動原因は何かといった問
いについては、以下の編集過程において考察する。

29

戒能通孝『法律時評 1951年－1973年』
（慈愛社、2008）
「はしがきに代えて」

を参照。
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第三項

草創期における『法律時報』の編集
─1929年～ 1937年の編集後記を中心に

先に述べたように、
『法律時報』の編集部は、当初は日本評論社に置
かれ、第２巻５・６号から独立した編集員２人が配置されるようになっ
『法律時報』
は、
一冊の雑誌を作成するために必要な作業を、
た30。当時の
少人数の編集者で行っていたことが分かる31。
法情報の専門性（学術性）を考えると、法律雑誌は学術書の出版と共
通する側面もある。そうした立場を取れば、佐藤侑哉＝芳賀学＝山田真
茂留の学術出版調査は本研究にとって参考価値を有する。彼らの研究は、
日本の四つの学術出版社に関する組織アイデンティティの事例研究を通
じて、学術書の編集者像を整理しながら、特に日本における学術書編集
者の役割と学術（研究）領域との関係の実態を解明したものである。そ
の研究（学術出版モデルと呼ぶ）は、同様に市場と専門性のバランスと
いう問題に直面した『法律時報』の編集を検討する上でも重要なヒント
を与えてくれるように思われる。
これら既存の学術出版モデルによると、学術書の編集過程は、企画の
立案、原稿の獲得、編集作業という三つの業務に分類されている。日本
における学術書の編集者は、単なる文章の表現あるいは体裁の調整など
形式的な編集ではなく、テキストの内容設計まで参与し、書籍の学術性
と採算性とのバランスを把握する役割を果していることが指摘されてい
る。ところが、専門家である著者と編集者の関係は、一方で書籍の制作
や社会流通に関して相互扶助的な性格を持っているが、他方で収益の獲
得、出版スケジュールの管理や読みやすさの配慮などの点について両者
の間の認識差や衝突が発生しうる32。
ただし、このような学術出版モデルと違って、当時の『法律時報』編

30

1937年まで、
『法律時報』の「編集後記」から伺われる編集者は、責任編集者

末弘厳太郎も含む３、４人程度である。
31

その編集過程の実態は、当時雑誌の「編集後記」
、各編集者の文章また末弘

の日記に、断片的に記載されている。
32

佐藤侑哉＝芳賀学＝山田真茂留『本を生み出す力』新曜社（2011）
、281-286頁

または291-298頁を参照。
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集過程では、編集者－著者という役割分担が曖昧である。当時の『法律
時報』は、責任編集と編集員という二段階の編集体制を取っていた。多
くの場合、企画立案、または具体的な執筆者の選定は、当時の責任編集
である末弘厳太郎に一任されたようである33。その他の具体的な編集作
業、例えば校正作業など形式を主に取扱う部分が編集員に回われるよう
になっていた。上述のように、末弘は雑誌の企画を担当しながら、「法
律時評」などの連載も執筆していた。要するに、当時の『法律時報』に
おいては、彼が著者と編集者二役を演じていたように見える。そして、
一般の編集員もテキストの編集以外に、判例整理、新法令または文献月
報、資料の部分を担当していた。そういう意味で、当時の『法律時報』
の編集者全員が、同時に著者としての一面を有していたといえる。従っ
て、『法律時報』においては、
「専門家と一般人の編集者」のような著者
と編集者の距離とは異なり、
編集者が専門家に近い立場となっていた34。
以下では、前款に指摘したようなデータ性、即時性、情報の質及び文体
の多様性に分けて、編集過程の特徴を確認したい。
（１）データ性
責任編集者である末弘は、自らの専門の立場から企画や提案すること
が少なくなかった。民法、労働法、立法または法社会学に及ぶ末弘の多
様な学問的題関心は、
当時の『法律時報』の誌面で労働立法の関連記事、
「借地借家」の特集（1933年８月）などに現れており、これらの特集は市
場においても学界においても好評を博していた。また、当時の『法律時報』
では、表紙に末弘厳太郎責任編集と明記され、巻頭言、法律時評、民法
雑記帳（民法問題に取り扱えるエッセー）などを末弘が毎月執筆を担当
していた。その上、編集部の編集プランに目を通し、示唆を与えること
33

前注６・セツルメント、101-102頁を参照。

34

1930年３月に、出版社の編集部員間にストライキが起こったため、５月号の

発行が６月に延期された。その結果、
『法律時報』の編集部は日本評論社から
独立し、末弘が「私としては今後出来るならば本雑誌の編集を出版社の仕事と
せずして私自らの仕事とし私及び私の補助者のみを以て編集した上出版だけを
評論社に頼む」
（編集後記・1930年４月号）との決意を示した。スト後に残った
編集員は末弘が指導を施し、法律実務または法学研究の性格を理解し、法律専
門家に近い立場から仕事に取り組んだものと思われる。
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もあった35。従って、
『法律時報』は、法律時事問題、民衆に関わる法律
を取り上げる方針でありながら、その「時事」
「社会」
「民衆」の中身は、
編集者個人の情報接触に影響されていたものと想定される。実際、当時
の『法律時報』の素材論点に関して、末弘が自らの新聞を閲覧して収集
してきたことも記録されている36。つまり、当時の『法律時報』が提供し
た法情報（データ）のあり方は、その時代の状況に直接応じたものとい
うより、その素材選択と書き方の決定過程において編集者である末弘個
人の偏向を含むものであったと言わざるを得ない。
データについては、判例、文献と新法令のような資料の部分も『法律
時報』の重要なパーツであり、当時それを作成するのは編集部の仕事と
なっていた。そのような資料は、限定された内容である上、限定した時
期（一ヶ月）を扱うものであり、固定した項目の多い部分である。事情
概要、または文献のタイトル・著者・刊行情報など書誌的なデータに関
する整理が作業の中心である。データベースとして確固とした資料部分
には、著者の意図を排除し、資料の客観性を追求する姿勢が窺える。客
観性を維持し、文章化されないままの資料は、司法実務・法学研究に向
けた実用的なものとして売り出す方針であった。
上述のように、
『法律時報』におけるデータの種類は、その生産過程
から見れば、専門家が主導した記事と編集者が作成した資料という２つ
のパターンに分けることができる。前者は、
法的なイシューをめぐって、
法知識・法的思考を通じて社会問題を解決する側面がある。そこでの資
料は、例えばある法律が社会的にどのような意味を持っていたか（満州
慣習調査の特集）
、立法された法律が社会で受けいれられるかどうかと
いう反応などの予測（労働立法の特集）を、法解釈また立法においては
いくつかの解釈の社会に与える反響を知るためのものである。その資料
35

『法律時報』50巻13号「著者と編集者が語る法律時報の50年」の特別号におい

ては、歴代編集長の記述にも多く言及されている。
36

末弘が亡くなった後に出版された『断腸前後』
（一粒社、1951）は、末弘の研

究メモまたは日記などを収録したものである。特に、
「最後の日記」の中では、
法律時評に関する立案過程を記載された箇所がある（206頁、210頁、228頁、
233頁、243頁）
。そこには、朝日新聞や読売新聞などの記事による立案が書か
れていた。
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は、法学研究つまり法律問題の妥当的な解決を探るために、規範的な側
面において有意義である。後者は、立法の情報・判例・法学文献など法
システムにおける動向、即ち法の事実的な側面を扱っているように思わ
れる。そこで、法学的な背景のない人でもデータを作成できる部分と見
そのようなデータは、
記事のようなメッセージ性が弱く、
られる37。逆に、
その価値に関しては読み手の捉え方に依存する側面も考えられるだろう。
（２）
「時間」と情報の質
こうした状況は、
「即時性」や「情報の質」においても基本的に同様で
ある。立法、裁判のいずれにしても、それぞれの領域の動向次第という
面がある。これに対して、研究論考に関しては、客観的な時間の流れに
依存していないため、企画立案においては編集者と著者との協力という
性格を帯びることになるだろう。例えば、1933年８月の論考「明治法学
史における一學派」は、
「専門誌も通俗誌も掲載しないもの」であるが、
法学研究上重要な意義を持つ（情報の質）ため、
『法律時報』で取り扱う
ことになった38。そのような独特な「時間」の捉え方は、一般の雑誌・新
聞と異なっている。
また、
『法律時報』の時間観は、原稿を如何に集めるかという現実の
問題に関わっている。
『法律時報』では一般的な投稿よりも、依頼原稿
の形が多いといわれている。従って、原稿を確保するためには、編集者
と著者との間での安定的な繋がりが『法律時報』にとって重要な意味を
持つことになる。そういう意味で、末弘が『法律時報』の責任編集者を
担当したことには、成功した『現代法学全集』の人気に乗じたというこ
と以外にも、法学者末弘の影響力を通じて法律専門家である執筆陣との
37

『法律時報』の編集者に対して、必ずしも法学的訓練が要求されたわけでは

ない。草創期の編集部メンバーは、確かに末弘の教育を受けていたが、法律学
よりは社会運動・民主化に関心ある人もいた。非専門家的な編集者といった性
質は、その後の『法律時報』でも変わらない。1967年～ 1971年まで『法律時報』
の編集長、90年代まで日本評論社の経営層に勤めていた大石進に対してインタ
ビューを行ったところ、編集者に対しては法律学の専門知識より、時事的なも
のへの感覚（総合雑誌、一般誌の把握）が重視されたとのことである（2013年
２月13日に日本評論社本社において筆者が行ったインタビューによる）
。
38
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間で密なネットワークを構築し利用しようとする意図があったとも考え
られる。編集部と法律専門家との間のコミュニケーションが直接に雑誌
の内容に反映されるケースもある。当時の「編集後記」は、主に雑誌の
内容に関わるものであるが、時事的な事柄に対する他の学者の意見を載
せる場合もあった。その「編集後記」に意見を載せた学者が、後ほど著
者として原稿を提供するといったケースも稀ではない（1930年２月号、
1933年４月号「編集後記」
）
。当時の『法律時報』は、しばしば編集者と
著者との間の編集以外のコミュニケーションを伴うものもあり、場合に
よっては原稿の獲得につながるような編集の戦略も見られる。また、法
律専門家による執筆以外にも、法専門家と編集者との関係が情報の構成
に影響を与え、法学的な評価など法情報の質を判断する機能もあったと
推定される。
（３）ジャンルの多元化
文章のジャンルに関しての構成の変化は、
『法律時報』の形成期に早
くも現れている。ジャンルとして最も柔軟なものとして考えられる随想
が、
1937年までの
『法律時報』
において最も形式面で変動した部分である。
その変動とは、主に篇幅の圧縮と著者の固定化にあった。随想は、創刊
号では10頁であったが、1933年に入ると３－４頁のみの状況が続いてい
る。またその構成は、
単独のエッセーから連載の形へと収斂し、そのテー
マも掲載該当雑誌の特集などの企画とは無関係の場合が多い。
1929年から1933年までの間、
『法律時報』は編集方針の修正を行った。
1930年の『法律時報』は、創刊した翌年に早くも専門家からの支持を得
ることができたが、
「一般読者」に関しては、採算上の困難で通俗誌と
同様の一般販売の断念というような
「挫折」
もあった。立案過程において、
その文体の柔軟性を維持するのは簡単ではない。なぜなら、法律の専門
性による原稿収集の困難を無視できないからである。第２巻第１号、つ
まり『法律時報』の第２弾では、法律時報の編集は「一定のプランに基
づいていなければならないと同時に、他方高い学問的価値を問われるも
のである」ため、執筆者の選択範囲が限られているという事情が指摘さ
れた（1937年１月「編集後記」
）
。そのような原稿提供の問題は、立法に
関する特集の原稿集めにも現れていた。
例えば、
1932年３月の『法律時報』
は、議会における立法審議への対応として関係官庁の担当者に原稿を依
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頼したところ、司法省と社会局からの原稿しか集まらなかった。それに
対して、1933年11月号には、立法関係者の原稿ではなく、法学者による
立法者の学説の整理が掲載されている。その関係でみると、内容的には
1932年より広い範囲の情報提供、いわゆるデータ性が保証されたともい
えるが、専門論説としての分かりにくさにもつながったと思われる。要
するに、実際の編集過程では、文章の分かりやすさという追及があった
ものの、原稿確保の面から妥協せざるをえないとのことも見られる。
注意すべきなのは、読者も文章のわかりやすさに対する違和感を示し
たことがある、ということである。1931年４月の「編集後記」で掲載さ
れた読者意見によると、研究論文への関心が示されつつも、新聞解説の
廃止と実務向けの評論形式を希望するというものがある。それと同様に、
1936年の『読者カード』の意見の中には、判例文献などの紹介の充実及
び掲載法分野の拡大について強い関心を持っているが、法律時評に対し
てはやや冷淡な態度を示したものが見られる
（1936年６・７号
「編集後記」
）
。
第三款

小結

本節では、
『法律時報』草創期の10年間に限って、分量、著者及び表
現の構成などの編集過程の特徴から検討してきた。そこでは、以下のよ
うな特徴が見られた。
①法律雑誌のネットワーク
『法律時報』には、専門資料を提供する専門志向と、法に関する世論
形成としての世論志向という２つの目的があった。この点について、２
つの異なるモデルから整理すると、下記のようになる。
図１
項目
著者
文体
テーマ
編集
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教養モデル
資料モデル
限定の法学者、関連領域（立法 各法分野の研究者を中心に
過程）の関係者
編集者
評論、連載、口絵、論説
論説、判例、立法動向、文献
リスト
著者の判断に依存する
出来事や共通の関心
著者の自由度高い
編集者の主体性高い
原稿取りの困難さ
原稿管理の容易さ
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専門知識の要求が少ない、時評、随筆、口絵などのジャンルは、一般
人がよりアクセスしやすいテキストとなっている。そうすると、
「教養
モデル」のテキスト群は、一般の社会発信に向けて、法情報のネットワー
クを拡大するための重要な価値があるように思われる。
『法律時報』の
一つの目標は、雑誌の記事を通じて、当時一流の法学者または裁判官の
言説を世の中に流通させようということにあった。また、
「法律雑誌」は、
エッセーや雑談つまり総合論壇雑誌のスタイルから、法的専門知（学説、
解釈技術）へと重心を移動していったことも本節の整理から明らかに
なった。なぜ、「教養モデル」は維持できなかったのか、という問いに
対して、次の二つの側面から説明することができよう。まず、読者層の
反応という側面である。すなわち、
「教養モデル」の凋落は法的思考を
志向する（法学研究・司法実務の関係者以外、法学部生・受験生など法
学教育の受け側）読者集団を形成しようとする試みと表裏一体の関係で
あった。こうした読者は、
『法律時報』の執筆陣に近い社会的な地位に
おり、すなわち共通した法的な理念や政治的なイデオロギーを持ってい
る可能性が高い。彼らが求める情報は、法的理念や立場を説明するよう
な「教養モデル」ではなく、自らの法的実践（法律知識の習得や司法活
動など）に使えるガイド機能を果たしたものである。次に、編集過程に
おけるコントロールの問題がある。
「世論モデル」では事例の選択・説
明に対して法的専門知、文章の構成面において大衆の好みに合わせるま
で、書き手に対して複合的な能力が要求されている。それに対して、
「資
料モデル」
は法律家の本業である法律学知識や研究によって成立するし、
書誌や司法データについては編集者による単独作業も不可能ではないこ
とから、原稿の依頼やスケジュール管理など雑誌編集の視点から見ると
都合が良いのは明らかである。いずれにせよ、
当時の『法律時報』にとっ
て、わかりやすい文章で、かつ、読者も楽しめるような法律知識を通じ
ての「大衆化」を進めるということが、構造的に実現しにくいことがわ
かる。
②法律の大衆化から法律家の大衆化
最初の問いに戻ると、すなわち『法律時報』の大衆化は失敗したのか
どうかが重要であった。
『法律時報』に関する事例研究を見ると、その
答えはやや複雑なものである。法律雑誌は、
社会発信志向の強い評論（随
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筆）のような法情報の社会性に注目する形式から（「教養的モデル」）、法
学研究教育・裁判実践というより「専門的」な言説（「資料的モデル」）へ
と機能を縮減していく傾向が以上の検討から明らかになった。従って、
新聞の論説のように形式的に一般人向けの記事を取り入れようとして
も、実際に原稿を取りまとめていく過程において不都合が生じたり、雑
誌の「専門化」に向けて寄せられた期待が法律雑誌における「大衆化」の
対象である読者層との接近を妨げている。しかし、そうした法律ジャー
ナリズムの成立自体が一種の情報の『大衆化』であることもまた確かで
ある。出版社にとって法律雑誌が持つネットワークは、法律書籍を作成
するに際して有用な資源となる。法律雑誌における原稿の掲載や連載か
ら法律本の刊行へという流れは、出版社と執筆者との間で連帯を強める
ことになるし、学術書籍における読者層を確保するという意味も持つ。
「大衆化」は、新聞記事のようなアクセスの容易さ（発売の値段や文章の
分かりやすさ）によって達成されるのではなく、読者層を拡大していく
こと、すなわち法律学習者、法学愛好者の指向によって支えられるよう
なものである。それゆえ、
『法律時報』の好評が「大衆化」を示す一つの
現象として肯定されるなら、それは教養や高等教育を求める人々の増加
や潜在的な法律家の増加の動向と連動している。従って、法律雑誌の情
報構成は、当時の社会状況に誘発された法システム・法学への関心を強
化するものであり、単なる法律家主導の理念や知識の普及にとどまるも
のではなかった。
第三節

法律雑誌と立法
──戦後刑事法改正と『法律時報』

前節は、
『法律時報』草創期の編集過程を通して、法律雑誌というメ
ディアの特徴を検討した。草創期における編集方針の変化からわかるよ
うに、読者や原稿の確保、書き方や内容設定など形式面において法のも
つ特性が、『法律時報』の「大衆化」を妨げる要因であったといえる。そ
こで本節では、主題面から法律雑誌発信の社会効果を考察する。主題面
とは、特定の事例をめぐる法律雑誌の報道における内容の構成を指す。
第２章の新聞分析との比較を可能にするには、同様に刑事訴訟法を素
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材とするのが理想ではあるが、具体的な条文をめぐる解釈論が多く、少
年法や被害者制度など特別法以外に立法過程のあり方にまで遡った検討
は少ない。そのゆえ、本節では刑事訴訟法に限らず、刑法改正までを含
めて考察する。刑法改正をめぐる記事においては、刑事訴訟法の改正に
ついてもしばしば言及されるため、雑誌における刑事訴訟法改正報道を
検討することが可能である。また、法律雑誌の通時的検討という観点か
ら、本節においても『法律時報』をその検討対象として用いる39。
第一款

概説：刑法改正の情報発信

地方誌も含め明治期から現在まで日本の雑誌記事索引集成データベー
ス（http://zassaku-plus.com/）で「刑法改正」をキーワードとして検索
をしたところ、合計903件の記事がヒットした（2014年３月最終アクセ
ス）。その殆どは法律関係の雑誌だが、結果については以下のように図
式化して表示する40。

39

事例分析の必要性については次のように考えられる。第一に、第２章の新

聞分析から明らかなように、時事性を重視するマスコミの立法報道は、実際の
立法過程の進行と並行して進む。他方で、法制度の解説者としての法律雑誌が
新聞との異なるのは、
法学者というよりは情報発信の役割に関わるからである。
第二に、学術的な法律雑誌と比較して、立法に関する問題提起を行うことが、
社会に働きかけるという意味で、研究者自身にとっては社会発信の場になるか
らである。法律改正は、
むろん研究者にとって単なる一般的な出来事ではなく、
自身の研究対象に影響を与える問題である。その意味で、立法の関係者として
の一面も法学者の中に見られるだろう。実用法律雑誌における立法報道は、情
報の意味以外にも、公的議論に参加する法学者の活動という角度から読み取る
ことができる。
40

以上のデータは、日本国内で公表された刑法改正に言及した記事に関して

特定の単語を基準に抽出したものである。その中には、官報での条文公示、外
国の刑法改正の紹介などこれまで本論が排除してきた部分も含まれている。ま
た、法律雑誌と一般雑誌、また学術雑誌と実用雑誌などの選別を行うべきでは
あるが、本論の問題設定との関係上、ここでは法律雑誌と一般雑誌との比較は
取り扱わず、今後の課題としたい。学術雑誌と実用雑誌の選別については、全
領域ではなく、記事の多い期間に注目した。
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図２

以上のデータは、日本国内で公表された刑法改正に言及した記事に関
して特定の単語を基準に抽出したものである。そこには、1901-1906年（第
１期）
、1931-1940年（第２期）
、1955─1985年（第３期）、三つのブーム
期が見られる。
第１期は、主に現行刑法（1907年施行公表）の立法過程をめぐるものが
多く、発信者は主に大学研究者と弁護士、その掲載媒体としては大学の法
学紀要または『法律新聞』など弁護士が刊行した出版物が多い。ただ、少
数の評論が無記名の形で一般情報誌に掲載されたというケースもある41。
第２期には、刑法の全面改正の試みとして改正刑法仮案の公表（総則
は1931年、仮案の発表は1940年）をめぐって全体の議論を紹介する論文
が複数公表されている。例えば、実用雑誌である「警察研究」において
1931年連載された『刑法改正の諸問題』
（1-10）と1940年に連載した『刑
法改正の諸問題─改正刑法例案各則論評』
（1-6）は、刑法改正に関する
解説として、射程の広さを無視することができない法改正であることを
説いた記事が見られる。従って、この時期は、法律（系）実用雑誌が刑
法改正の議論に参入し始めた時期として位置づけられよう。
第３期は、同じく全面改正の動きに関わる。その立法過程では、1956
41

たとえば、
『時論─刑法改正』
（1901年２月18日）
、週刊新聞太平洋２-７頁；
『東

京弁護士会と刑法改正案』
（1901年11月９日）東京經濟雜誌44（1106）
。
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年の刑法改正準備会の発足を契機に、
法務省が刑法の全面改正を試みた。
しかし、一連の草案─1961年「改正刑法準備草案」、1972年「改正刑法草
案」、1976年「刑法の全面改正について」
（中間報告）─に対しては、一
方で弁護士会を中心に処罰の範囲と程度の拡大・強化する重罰化に対す
る批判が強く、全国各地の弁護士会組織が市民集会、関係書類・映画の
出版・公開を通して、刑法改正阻止運動を盛り上げた42。他方では、特
に1970年前後から改正作業に疑問を感じた刑法学者を中心に、論文・学
会報告などを通じて刑法改正の批判が進められるようになった。1976年
中間報告で法務省が法制審議会の答申に対して実質的な修正を加えた極
めて異例のやり方は、そうした法律専門家を中心とする強い反対運動の
影響とされた43。
その後、1981年に法務省が日弁連との意見交換会を行い、
「刑法改正作
業の当面の方針」
「保安処分制度（刑事局案）の骨子」などの修正案を提示
したが、弁護士や学会などの反対を説得するには至らなかった。結局、
改正刑法の草案は、棚上げになり、議会での立法審議も行われなかった。
上述の改正刑法草案内容の評価についての考察は、本論の問題関心で
はない44。ただし、明治期及び戦後初期の立法過程と違って、その時期
の刑法改正動向では、元々政府主導した立法のコミュニケーション過程
に法律専門家の言説が加えられ、最終的に立法の阻止に成功したという
42

刑法「改正」阻止実行委員会『刑法改正問題の十年─日弁連運動のあゆみか

ら』日本弁護士連合会（1984年）
、２-53頁。また、その時期に日本弁護士連合
会が刊行した書籍は、それ以外に『
「改正刑法草案」に対する意見書─刑法全面
「改正」に反対し国民の人権を守るために─』
（1974年）
、
『刑法改正読本』
（1975
年）
、
『なぜ刑法改正に反対するか─各地の集会から─』
（1978年）
。他に、赤坂
エージェンシー社の製作した宣伝映画「刑法改正のはなし」が1980年に上映さ
れることもある。
43

吉川経夫『刑法改正23講』日本評論社（1979年）
、12-14頁を参照。

44

その社会評価については、平野龍一「社会の変化と刑法改正」平場安治─平

野龍一『刑法改正の研究２ 各則』
（東京大学出版会、
1963年）11頁以下を参考。
そこでは、改正刑法草案に対して、
「個人主義の価値観への変化」という価値
観の変化を草案の内容に反映されていなかったことが立法の敗因と指摘した。
ここでの個人主義的価値観とは、例えば被害者なき犯罪や被害の成立について
微妙な犯罪についての非犯罪化を要請するという立場を指す。
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点は興味深い。当時、論文の公表、講演会の開催など法律専門家の取り
組みは、いずれも法制度の解説をしながら、意見の陳述を行い、一種の
法情報発信でもあった。そこで、法律専門家は、情報の提供を通して立
法への提言効果を狙ったと推測できる。
この推測と一致するかのように、
第 ３ 期 が 雑 誌 報 道 に お け る 記 事 の 数 が 最 も 多 く（423件、 全 記 事 の
47％）、継続期間も最も長かった（第１期は５年、第２期は９年、第３
期は29年）。また、実用雑誌の発展により、
『法律ひろば』、『法学セミ
ナー』、『ジュリスト』
、
『法律時報』などの実用雑誌が、第２期からの伝
統を引き継ぎ、研究者の枠を超えて、実務家及び実際の立法審議に参与
した官僚など多彩の執筆陣を取り込むようになった。座談会など論文以
外の文体様式もこの時期の特徴である。
第２款

戦後の『法律時報』

草創期の伝統を引き継ぎ、戦後の『法律時報』は、法制度や法学に関
わる情報の社会発信を狙う雑誌として発展してきた。ただし、
「時事問
題の解説」
「研究資料の提供」
「法律智識の普及」といった三つの趣旨の
間には、やや温度差が見られる。特に、創刊当時の「法律の大衆化」を
思わせる取り組みは姿を潜め、法律学習者及び研究者向けの記事が一層
強化されている。
戦後の『法律時報』は1945年の10月から始まった。その際に、「万事に
つき『道理』を重んずる気風をすることが此際の我国にとって何より大
事であると吾々は考へておる」と巻頭では綴られている。むろん、そこ
での「道理」とは法的議論を通して社会問題を表現することであり、
「吾々」とは法学研究者や法律実務者を表している。こうした法律専門
家の声（「吾々の考え」
）を発信する姿勢は、法律時報の編集部と法学研
究者の関係によって成り立っていた。
まず、編集体制から見れば、責任編集者への就任は出版社側の決定で
はなく、前任の法学者による指名という方式が採用されている。末弘厳
太郎が亡くなった後、
『法律時報』の誕生当時から記事の提供などを通
して編集に関わってきた、末弘と同じ法社会学者で弟子の戒能通孝が担
当することになった。同様に、その次に編集者になった野村平爾も前任
者からの推薦で決められた。ただ、2000年以降においては、編集委員会
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方式を採用することになった。そのやり方は、民法、商法、刑法など各
分野から１人ずつのメンバーが３ヶ月に１回集まって、雑誌の「特集」
に関する企画を決定する方式である45。
また、研究会の活動は、戦後の『法律時報』と法学研究との新たな接
点となった。
『法律時報1000号記念企画』
（80巻10号）の「研究会活動の
あゆみ」では、民事法研究会、刑事法研究会、取引法研究会、法律行為
研究会また労働判例研究会の状況が紹介されている。それによると、
『法
律時報』は、一方では研究会の成果を活かして判例と各分野の研究動向
の関係記事を確保し、他方では、研究会に対して会場を提供するなど会
の運営面での協力を行ってきた。このことから、
『法律時報』が単なる
雑誌としての性格を超えて、深く研究活動に参画している情報メディア
であることがわかる。
そして、『法律時報』は、研究の作業にとって、時事的な法律問題だ
けではなく、資料の収集と整理までのサービスを提供するような組織で
もある。2000年以降、日本評論社は法律文献のデータベースにも事業を
拡大し、
情報技術の進展とともに法律情報の電子化を進めてきた。同デー
タベースは、今では日本の法律文献に関する主流のデータベースとして
広く知られている。このように、戦後の『法律時報』は、単なる一つの
雑誌という枠にとどまることなく、法情報に関わる複合的な情報サービ
スシステムへと発展してきた。
第３款 『法律時報』の刑法改正報道（1953年─1975年）
『法律時報』での刑事法改正報道は、先述した第２期から始まった。
本論で特に注目しておきたいのは、
刑法改正に関わる特集の企画である。
前節のように、
『法律時報』の特集は、時事性を重視しながら、編集側
の特徴をより反映するようになっている。特集の特徴について、以下、
簡潔に紹介する。文章のジャンル面では、論説が最も多く、特集として
は座談会（11件）
、研究者に対するアンケート（３件）、また法律草案（仮
案）
、日弁会など特定の団体による立法意見といった資料（４件）も掲載
45

編集委員自身の記録： http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50555171.

html；http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2012/09/post-0a08.html
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されている。また、執筆者の構成では、当時研究教育機関に在籍してい
た法学研究者が主要な執筆者であったが、弁護士、議員、判事、また立
法過程に関わる官僚も、論文以外の記事ではしばしば現れてくる。ただ
し、通時的に見ると、刑事法改正の特集（1982年５月）以後、刑事法改
正関係の記事（９件）は特集化されておらず、報道構成上も論文の単一
形で、座談会、資料としても扱われていない。従って、『法律時報』に
おける刑事法改正に関する本格的な報道は、1950 ～ 70年頃に集中して
いることがわかる。
編集長から見る刑法改正46
編集者は『法律時報』における刑事法改正の報道をいかに認識してい
るか。その答えを通じて編集方針を知るための手がかりを得ることにし
よう。1950年代に『法律時報』の編集長を務めた清水は、刑法改正に注
目した理由について以下のように語っていた。
「本誌は今日（1976年）まで刑法改正問題に取り込んできたのであ
るが、それは何とといっても56年に始まった改正作業が、戦前の
ファッショ的な改正刑法仮案を土台として出発した、というあまり
にも時代錯誤的な姿勢に強い疑問を持ったからである。同時にまた、
刑法のような基本法でかつ人権に直接かかわる重要法規について
は、できるだけオープンな議論が必要だ、と考えられた。」
この発言からわかるのは、法律現象の解説者としての『法律時報』の
特徴である。
まず、そうした刑法改正に対して、
『法律時報』の報道には強い価値
判断が含まれていることに注意すべきである。上述の新聞では、立法手
続という行動面が語られ、報道者自身の立場が明確に示されることはあ
まりなかった。ところが、新聞の立法報道とは対照的に、
『法律時報』
の論説では、編集過程まではっきりした特定の立場・問題関心を持って
いる。それは、上述した1945年の巻頭言にも示されていたように、法律
46

清水英夫「編集長が語る法律時報の60年 戦後の法律時報と法学─その私的

回顧」
『法律時報臨時増刊／昭和の法と法学』
（日本評論社、1978）271頁以下。
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専門家特に法学研究者という集団の立場を示そうとするものである。
また、その時期の『法律時報』では刑事改正作業の進展に応じて、記
事特集を掲載することによって、刑事法学の動きに影響を与えようとす
る姿勢がみられる47。以下の年譜は、編集長清水が言及した『法律時報』
の記事と当時の立法動向をまとめたものである。
1956年10月

法務省に刑法改正準備会を設置

1957年２月

法律時報『刑法の改正』 木村亀二「刑法改正の世界史
的系譜」

1960年４月
５月

刑法改正準備会が「改正刑法準備案」
（未定稿）を作成
『法律時報』６月号「準備案」の全文掲載

28日

改正刑法の臨時創刊

８月

『法律時報』８月号刑法改正の小特集

1961年12月

法務省が「刑法改正準備草案」を公表

1962年３月

『法律時報』３月号特集「改正刑法準備草案の検討」

1963年５月

法務大臣は
「刑法に全面的改正を加える必要があるか、
あるとすればその要綱を示されたい」法制審議会に対
して諮問。法制審議会が刑事法特別部会を設置。特別
部会長に小野清一郎が就任

1963年７月

特別部会で５小委員会を設けて検討すること決定

1965年１月

『法律時報』１月号特集「刑法改正の現状と論点」

1966年６月

『法律時報』６月号特集「刑法改正問題をめぐって」

1969年12月

特別部会が第１次参考案

1971年10月

特別部会が第１次参考案

11月
1972年４月

特別部会が「改正刑法草案」を作成
法制審議会が「改正刑法草案」各条文に対する総会審
議を開始

47

『法律時報』では、そのようなやり方が実際に一般的に使われている。訴訟

に対しても同じ仕組があることが編集者とのインタビューで明らかにした。
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法制審議会「改正刑法草案」の総会審議終了。「①刑法
に全面的改正を加える必要がある。②改正の要綱は当
審議会の決定した改正刑法草案による」という決定を
行い、即日法務大臣に答申した。

６月

『法律時報』６月号特集「刑法改正の問題点」

1975年４月

『法律時報』臨時増刊「改正刑法草案の総合的検討」

1976年９月

『法律時報』９月号「刑法改正中間報告」

1979年12月

『法律時報』12月号「特集資料

再審法改正案（刑事

訴訟法の一部改正案９）
・再審関係文献目録（特集
刑事再審の現状と立法問題）
」
以上のように、
『法律時報』の報道は、法務省の動向に合わせたもの
であることがわかる。ただ、例えば1965年１月、1966年６月の特集は、
審議草案の公開前に掲載されたものであった。このことから、
『法律時
報』は単に法律案（草案）の事後解説をするだけではなく、特別部会の
審議それ自体に対しても働きかけをしようとしていたことが窺われる。
『法律時報』は、当時の社会に対して立法動向を説明するだけではなく、
当時の法学者の草案批判に同調して実際の立法過程に対して影響を及ぼ
そうとする情報を発信する、ただの中立的な観察者ではなかった。
では、そのような役割が成立した条件は何か。この問いは、情報の構
成という側面から考察してみよう。すなわち、
『法律時報』が狙った「オー
プンな議論」とは、一体どのような情報から構築されているのか。具体
的には、
誰（情報源）が、
どのような視点（テキストの構成）で「刑法改正」
について語っているか、またその中で『法律時報』の編集側は、いかな
る役割を果たしたことになるのだろうか。
②刑事改正の特集
1957年２月の「刑法の改正」は、刑法改正準備会の審議早期に公表さ
れた特集である。いうまでもなく、その時期には具体的な改正案がまだ
形成されていないため、立法審議中の報道として位置づけることができ
る。その特集は、木村亀二の『刑法改正の世界史的な系譜』
（4-9頁）と宮
内裕『保安処分についての若干の問題』
（10-14頁）という二本の総論的な
論文をはじめ、
座談会の『刑法改正にのそむ』
（15-27頁）、アンケートの『刑
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法改正に対する意見』
（28-61頁）
、比較法研究『刑罰の目的と刑の量定─
西ドイツの「刑法改正資料」から』
（62-68頁）
、口絵の『刑法学のリーダー
たち』
（表紙２と第69頁の解説）
、資料の大正15年『刑法改正の綱領・改
正刑法仮案』
（88-105頁）
、さらに関連特別法の『監獄法の改正』
（74-82頁）
により構成されている。執筆者では、法学（特に刑法）研究者以外に、
弁護士（
『監獄法の改正』と座談会）
、判事（アンケート）、検事（アンケー
ト）
、医学関係者（
『監獄法の改正』とアンケート）も意見を寄せている。
中でも、
編集者の企画によるものとしては、
座談会とアンケートがある。
特に、アンケートでは、編集部が以下の論点を提起し、議論の範囲を規
定している。
「本誌編集部では、学説上、立法上、重要な意味を持つ諸問題につ
き、学界、実務家から、ひろく意見を求めた。刑法学界に多くの贡
献を行うものと信じる。問題の四つのグループをわけ、三、四名の
方にお答えしていただく
グループ１：違法性の意識（法律の錯誤）
；自救行為。グループ２：
共同正犯と教則犯の独立；グループ３刑の種類、不定期刑、猶予、
保安処分；グループ４特別法犯の吸収、安寧秩序に関する罪、刑の
不均衡、その他、各論関係でのご意見」
（28-29頁）
『法律時報』は、1960年５月号の別冊として、同年４月27日に刑法改
正準備会が発表した
「刑法改正案」
を全文掲載した。同年６月28日には、
45人の研究者、弁護士を含む執筆者を動員して、『法律時報』戦後最大
の臨時増刊である
『改正刑法準備草案の総合的検討』と題する464頁の「雑
誌」を刊行した。同誌では、条文の内容解説が総則と各則に分けて配置
され、歴史的考察、新聞評論、立法審議参加者の意見、憲法及び労働問
題などの多分野との関係など、
様々な角度からの検討が行われた。また、
新旧法律の対照などの資料も最後に加えられている。
1962年３月の特集『改正刑法準備草案の検討』は、1960年の「刑法改
正案」公表以後の議論を踏まえ、1961年12月の「最終案」の公表に応じ
たものである。同特集は、木村亀二の「改正刑法準備草案の総合的検討」
をはじめ、比較法研究の平野龍一「オーストリア刑法草案について」と
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森下忠「イタリア刑法改正法案の問題点」
、条文解説である「改正刑法準
備草案の問題点」
、座談会「改正刑法準備草案の批判的考察」
、刑事訴訟
法の観点から高田卓而が執筆したゼミ式討論「刑事訴訟法からみた刑法
準備草案─大学院生との雑談的討論」
、また特定問題の論説である西村
克彦の「間接正犯論の盲点─西原春夫氏の新説に関連して」により構成
される。執筆者の面では、座談会では弁護士が議論に参加していたが、
他のテキストは全て法学研究者による論説であった。
1965年１月の特集では、佐伯「刑法改正問題審議の姿」を冒頭に、比
較法研究の西原春夫「西ドイツの刑法改正論争（１）」以外に、当時現れ
た条文の原理を検討する「責任主義」
、
「共同正犯」、「刑罰論」、「保安処
分」、「推定規定」
、
「刑事訴訟法への影響」
、
「国家犯罪」に関する７本の
研究論文が掲載された。その特集の中で、唯一の非研究者の執筆者は、
法務省刑事局参事官の長島敦である。彼は、
『刑法改正作業の現況と問
題点』という解説の中で、改正作業即ち審議における議題の設定、意見
の展開を紹介することを試みている。
1966年６月の「刑法改正問題をめぐって」は、当時の刑事法特別部会
の終盤審議を意識して構想された特集である。その特集の中で特徴的な
企画は、９人「刑法の全面改正」
（12-21頁）
、４人「責任主義の原則」
（2225頁）
、４人「共謀共同正犯」
（26-31頁）
、８人「保安処分」
（32-40頁）、３
人「犯罪構成要件」
（41-43頁）
、５人「国家犯罪」
（44-49頁）に関するアン
48
ケート調査（
「刑法改正問題の論点」
）である 。そのアンケート調査は、

48

アンケートの問題設定は、以下のようになっている。即ち、①現在の時点

において、刑法の全面的改正をする必要があるとお考えですか。②所謂責任主
義の原則を刑法において明らかにすべきだとお考えになりますか。この点に関
する準備草案及びその後の諸案の態度についてのご意見をお聞かせて下さい。
③準備草案は、共謀共同正犯についての明文の規定をおいていますが、この種
の規定を置くことを必要とお考えですか。④常習犯や精神障害者の犯罪に対し
て特別の処遇をする必要があるとお考えですか。あるとすれば、それはどのよ
うなものとすべきでしょうか。⑤現行法よりも犯罪構成要件を細分化する必要
があるとお考えですか。あるとすれば、どのような方法によるべきでしょう。
⑥準備草案では、現行法に比べ国家的法益や社会的法益に対する罪についての
規定が強化されているといわれている（スパイ罪、
公務妨害罪、
騒動予備罪等）
。
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刑事法研究者のみが対象とされた。その趣旨について、編集部は次のよ
うに述べている。
「法制審議会が「現行刑法の全面的改正」について審議を始めてか
ら三年を経過しました、ぼしたが、最近では一月号において、刑法
研究者に対するアンケート調査を行いました。他方、日本刑法学会
は、本年四月の大会で改正問題の討議を行っております。審議の進
展、研究者の関心の増大、加えて基本法改正という事柄の重要性に
かんがみ、今回再び特集を編んだ次第であります。」
（11頁）
1974年の特集『刑法改正の問題点』は、
「罪刑法定主義」
「犯罪論」
「刑
罰論」という刑法の理論面から、各則の条文の検討、法改正手続の問題
点（座談会）など、200頁に渡って刑法改正を全面的に批判する複数の記
事により構成された。また、アンケートを実施し、法制審議会に参画し
なかった65名の刑事法学研究者の意見を集中的に載せた49。そのアン
ケートは、刑法改正の問題点を以下のような５点に区分けし、対象研究
者がそれに答える形式で掲載された。原稿依頼の際に、編集部は記事の
主題に関して以下のように説明した。
一、改正刑法草案（昭四七、刑事法特別部会、以下同じ）の基本的
性格や問題点をどうお考えになりますか─本項は刑法改正作業全般
にわたってのご意見ですので、例えば、審議過程に対する意見や、
構成要件の細分化というご意見のように概括的に草案の問題点をご
指摘になるものも含みます。
二、改正刑法草案総則部分のうち、とくに犯罪論についてのご意見
─ここでは間接正犯や共謀共同正犯といった個別的なテーマに対す

これらの点についてのご意見をお聞かせください。
49

1926年以後生まれ日本刑法学会に所属し当時全国の各大学において刑事法

学（刑法・刑事訴訟法、刑事政策、犯罪学等）の授業を担当していた102名研究
者に依頼したようである。その中に、最終的に原稿を寄せたのは65人である。
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るご意見を期待いたします。
三、同じく総則部分のうち、刑罰論および処分論についてのご意見
─たとえば、懲役と禁固、常習累犯、保安処分等。
四、改正刑法草案各則部分のうち、国家・社会法益に関する罪につ
いてのご意見─たとえば、騒動予備罪、風俗を害する罪等。
五、同じ各則部分のうち、個人の法益に関する罪についてのご意見
─たとえば、名誉侵害罪、企業秘密ろう示罪等。
（注）二～五については、個別的なテーマを具体的に論じても、ま
た当該部分の中に流れる原理的な特色を論じてでも良いとされた。
そのアンケートの中では、一の「改正刑法草案の基本的性格・問題点
について」
（19件）
、
三の「改正刑法草案の刑罰論・処分論について」
（17件）
が最も意見の集中したところであった。また、同様の意見表明として、
1974年の特集には【資料】の項目で経団連・刑法改正小委員会の「改正
刑法草案に対する意見」も添付されていた。
1976年９月の特集『刑法改正中間報告』は、座談会「刑法改正中間報
告をめぐって」
、審議過程を含めた草案条文の解説論文「刑法の全面改
正について」により構成され、また【資料】として法務省「刑法の全面改
正について」と法律時報編集部「刑法改正条文対照表─昭和49年草案・
昭和36年準備草案・昭和15年仮案・現行刑法」
が添付された。中間報告は、
当時の各方面からの批判意見に応じたものであるが、各則を中心に修正
が加えられており、例えばこれまでの特集でも議論された騒動予備罪、
名誉侵害罪について削除及び要件の明確化を行うなどの対応がみられ
た。1976年９月の特集は、このように「この中間報告に批判がどのよう
に反映しているか」を検証する目的のほか、
「近い将来に予想される政
50

府案作成についてどういう態度をとるべきか」 、さらに、審議過程との
交流を継続するための情報提供を意識していた。
以上の『法律時報』における刑法改正への取り組みについて、主に書
50

吉川経夫＝沢登俊雄＝中義勝＝内藤謙《座談会》
「刑法改正中間報告をめぐっ

て」法律時報48巻10号、８頁を参照。
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誌情報と編集構成から検討する。
第一に、書誌情報の状況をみると、法律時報の草創期に確立された即
時的、データ性（資料）重視の情報観は、1957-67年の法律時報の編集で
さらに強化されたように見える。即時性については、まず以上の各特集
は法務省の動き、刑法改正草案の公表に合わせたものであり、公表され
た次の月に刊行されたケースが多く見られる。また、当時法制審議会の
内容が未公開であるにもかかわらず、審議参加者以外の法学研究者など
の提供原稿を用いて、審議過程と同時に特集の刊行が行われた。データ
性については、
改正案原文の掲載のほかに、
法務省が作成した資料がもっ
とも多く掲載されており、また新聞（名誉侵害罪に関する意見）
、経団
連などの法学以外の関係者の意見も見られる。
第二に、主題情報の状況については、草創期においては法学の観点か
ら社会の現象を説明することで、
「法律時評」のような啓蒙的なテキス
トが重視されたが、これに対して、1957-67年の法律時報では法改正に
影響を及ぼそうとして、座談会やアンケートのような形で法学研究者と
して意見を陳述する側面が強くなった。第２章での新聞の法改正報道と
比べると、法律時報での特集が審議過程と法案の条文に報道の関心を置
くことは、70年代の新聞の立法報道と共通したところである。ただ、法
務省の関係者や研究者からの情報が確保されていることで、当時の新聞
よりも立法の
「政治的」
な側面を詳しく伝えることができる面があった。
その一方、新聞におけるような法改正の社会的な側面、つまり特定の事
件または当事者の情報は、この時期の法律時報のテキストには見当たら
ない。このように、法律時報における議論の多元性は、法学研究者及び
法学者自身のネットワークを活用した結果である。そして、多様な記事
を構成できたのは、社会の立法関心の高揚よりも、この時期の法学が立
法審議に対して持つの影響力を伺える。
第四款

その後の刑事法改正と法律雑誌

以上のように、60 ～ 70年代における『法律時報』の刑事法改正特集は
スター研究者の個性というより、法律家集団（ここでは特に刑事法専門
の研究者を中心に）の意見を押し出すような姿勢を取っていた。もし以
上の連続的な刑事法改正特集や関連書籍の刊行を専門家集団としての法
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律家意見が求められた現象として理解すれば、法律家といった専門家の
情報は立法をめぐる世論の形成において一定の影響力を持っていたと推
測できるだろう。では、刑事法改正が活発に行った2000年以後の現在、
法律雑誌はまたどのように刑事法改正というテーマを扱っているか、そ
の中に変化が見られるか、仮に変化があったとしたら法的コミュニケー
ションの観点からいかに評価できるか、これらを検討することが本款の
課題である。以上の関心を踏まえた上で、80年代以後の法律雑誌におけ
る刑事法改正の特集を簡潔に整理してみよう。
1980 ～ 1989年間、刑事法改正を検討した法律雑誌の特集は1982年の
『自由と正義』
（33.1）
「監獄法改正要綱批判」
、1983年の『法と民主主義』
（172）
「刑事法『改正』にみる治安政策の展開」
、1989年の『ジュリスト』
（930）
「総特集・刑事訴訟法40年の軌跡と展望」である。其の中、前の２
つは監獄法改正草案（1982年国会提出）や少年法改正（1983年10月26日
最高裁流山中央高校事件決定の補足意見において、非行事実の認定に憲
法上の適正手続の要請が及ぶと判示した以後、少年法実務に対する大き
な影響を与えたという51）をめぐる論説を掲載していた。ただし、いず
れの法改正も見送りとなり、
成立していなかった。そして、1989年の『ジュ
リスト』特集は刑事訴訟法の歴史および現状の問題点と将来の課題を総
合的に纏めたものであり、
例えば椎橋隆幸の「望まれる法改正（立法化）」
など刑事法改正を言及する個別論文が散見される程度に止まっている。
そして1990年代に入ると、法適用の立場から法改正の可能性を検討する
もの52、または個別の法改正を素材とした単独な論文が散見されるが53、
立法過程を問題化する企画特集はなかった。
刑事法改正特集ブームの再来は、2000年以後に刑事法改正が加速した
51

松尾浩也「少年法─戦後60年の推移」家庭裁判月報第61巻第１号、
94頁以下。

52

『季刊刑事弁護』
（７号）では、特集として「少年といっしょに - 付添人活動

と少年法改正問題」を検討していた。
53

その時期に、商品取引法改正案に関する検討が複数あった。例えば、神山

敏雄「商品取引所法改正案の経済刑法上の検討」
（ジュリスト959）
、
佐藤雅美「イ
ンサイダー取引と刑事規制／証券取引法改正をめぐって」
（刑法雑誌30.4）
、芝
原邦爾「不法収益の剥奪と法人処罰の強化（
〈連載〉経済刑法研究３〔８〕
）
：独
占禁止法改正を素材として」
（法律時報63,12）を挙げることができる。
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時期に見られた。少年法改正、裁判員制度など新聞にも取り上げられた
話題に関しては、法律雑誌側も自らの視点から法律専門家の議論を中心
に展開してきた。2000年～ 2003年までは、代表的な特集は次のものに
なる。①2000年４月『刑法雑誌』
（39巻）の「少年司法改革の諸問題」：
1999年度日本刑法学会分科会Ⅲの内容であり、2000年11月26日成立、
2001年４月１日に施行した少年法の問題を取り上げていた。②2001年
『ジュリスト』
（1209）の「カード犯罪の現状と法改正」：2001年６月に各
種支払用カードを構成する電磁的記録の不正作出、所持、その情報の不
正取得などの処罰規定を整備する「刑法の一部を改正する法律」を素材
に、日本クレジット産業協会による『クレジット犯罪の現状』の論考も
掲載した。③2003年『法律時報』
（75巻３号）の「最近の刑事立法の動き
とその評価：刑事実体法を中心に」
：総合的に刑事法改正を扱っている。
言及した法改正は、危険運転致死傷罪（2001年成立）
、臓器移植法改正
（2010年成立）
、ストーカー規制法（2000年成立）または支払用カードの
保護に関する刑法（2001年）
、など多岐にわたる。そして2004年以後は、
法改正の特集が様々な法律雑誌で展開されるようになった。かくして、
刑事法改正は法律学におけるホットトピックであったことは、雑誌の特
集分布からも明らかである。その時期に発表された論考を精査する作業
は別論に譲るとして、ここではその一部を年表の形で整理しておくこと
にする。
2004年 『刑法雑誌』44.1 「新規医療テクノロジーをめぐる生命倫理と
刑事規制」
『現代刑事法』6.9 「改正児童虐待防止法の成立と展望」
『法律のひろば』57.9 「刑事裁判における裁判員制度の導入」
創刊1949
2005年 『法と民主主義』395 「検証・
『司法改革』：これで司法は良く
なるのか」創刊1946
『刑法雑誌』44.3 「交通犯罪」
『法律のひろば』58.5 「最近の犯罪対策をめぐる動向」
2006年 『法と民主主義』408 「どう変わる？刑事裁判：第38回司法制
度研究集会から」
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2008年 『法律のひろば』60 「犯罪被害者と裁判の新たな関係」
2009年 『ジュリスト』1370 「刑事訴訟法60年・裁判員法元年」
2010年 『法学セミナー』667 「
『法改正』を理解する：学習者のための
基礎知識」創刊1956
2013年 『季刊刑事弁護』75 「新時代の刑事司法制度─刑事弁護実務の
課題と展望」
2015年 『法学セミナー』722 「現代刑法改正の検証」
『法律時報』87 「刑罰の現実と刑罰政策の新展開」
その時期における刑事法改正の雑誌特集には、以下のような特徴が見
られる。
①法律雑誌間の細分化。刑事法改正をめぐって、『刑法雑誌』、『法律
ひろば』
、
『法と民主主義』
、
『法律時報』
、
『jurist』、
『法学セミナー』は、
それぞれ特集を企画し、刊行した。
『刑法雑誌』、『季刊刑事弁護』は刑
事法専門家、法解釈の射程など技術的な側面を検討した。
『法律時報』
は研究者向けの、歴史的観点と社会的効果に関する法改正過程の特徴と
意義を指摘した。
『法と民主主義』は法改正の政治的意義を中心に論じ
ていた。
『ジュリスト』は刑事法改正に対する異なる法律家の対応の仕
方を提供するという姿勢を見せた。
『法学セミナー』の場合、立法過程
の経緯を入念に解説し、専門の意見より立法をめぐる基礎情報・実務上
の変化を重視していた。60－70年代の法律雑誌に比較すると、総合的な
特集より、異なる立場から刑事法改正という現象を論じる法律雑誌の細
分はより明確になった。論文ではなく、雑誌というメデイア媒体それ自
体の比較からそれぞれの傾向が読み取れるということは非常に興味深い
ことである。なぜなら、
それは法情報の発信において、雑誌のコントロー
ルすることを示す現象からである。また、その報道体制においては、立
法過程の経緯や効果を把握するため、複数の雑誌による総合的に判断し
なければならないため、
読み手に一定の負担をかけるともいえるだろう。
②提案型から解説型への変化が見られる。以上の特集の発行時期から
分かるのは、80年代以後の特集は法改正が成立した後で出版された場合
が多い。それは、60－70年代の刑事法改正の審理と法律雑誌の報道がほ
ぼ同時に進行する点で異なる。80年代、特に2000年以後の法律雑誌は、
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当該法改正のあり方をめぐる法律家の助言を社会に発信するという意味
が弱くなり、制度の変化およびその効果を検討するという解説役に立つ
ように思われる。そこでは、制定法としての法律の内容が前提とされて
いる。刑事法の趣旨を一般論として述べる部分より、近時の刑事法改正
は具体的な行為の評価や結論に関する事例的な意味を強く持つような点
で特徴がある。確かに、立法学の問題提起とともに、多少は原理的な批
判も展開されたように見えるが、全体に占める割合を高めているのが事
後型の論文であることは否めない。
③執筆陣の固定化。学生、法曹また研究者向けの法律雑誌はそれぞれ
刑事法改正を論じた中では、研究者の執筆者が最も多く、弁護士がその
次で、判事や法制事務局の職員による寄稿も見られる（『法と民主主義』
は弁護士の活動を記録する面がある）
。そうした特徴は、60－70年代『法
律時報』の刑事法特集にも見られる。ただし、論説を中心に編集されて
きた刑事法の特集においては、研究者・実務家以外の一般人の意見と言
えるようなものは特に無く、は対象事件の当事者として出てくるにとど
まっている。一見、
議論主体こそ多様化が進んでいるようにも見えるが、
実際に誰でも執筆者になれるような情報発信の形態や過程を採用してい
るわけではない。60－70年代の特集は、刑事法専攻学者に限定している
が、アンケート意見の手法を用いていた。それに比べると、2000年以後
の刑事法改正特集は、原稿依頼という形で情報源を限定するといった意
味での閉鎖性が目立つようになったと思われる。
もっとも、近時の刑事法改正の是非に対して、法律雑誌あるいは日本
の法律家が無関心であったわけではない。上述の多様な特集の刊行はそ
の点を傍証している。ただし、60 ～ 70年代の「法律時報」の刑事法特集
と異なり、法律家の発信が社会に対して大きなインパクトを与えたわけ
ではなかったようである。こうした現象をどのように説明すればよいの
かについてを論じた上で、本章の結びとする。
結び

法情報の「専門化」

以上の考察を踏まえて、日本における法律雑誌の特性と効果をまとめ
ると、次の２点に集約される。
第一に、法律雑誌の経緯により、日本の法律雑誌は司法のような法律
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家の実践に応じたものではなく、立法や西洋の制度導入に関わる人材養
成というニーズから生まれたものであったといえる。その場合、法律専
門家の情報発信は、法律学という職業内部の交流（法学研究）
、法律学
の実務（法律相談）
、
及び一般社会に対する法律学の普及（教養エッセー）
というような、複数な役割を担っていたことがわかる。複合的な情報発
信への志向は、
法律雑誌の草創期
（明治大正時代）に最も顕著であったが、
その後、
情報は単一化する傾向が見られる。このような現象の背後には、
法律雑誌の細分化の影響が考えられる。司法実務や個別の問題解決に向
けるつまり実践的な専門情報を生産するという雑誌方針の変化は、結局
立法過程への直接な発信を避ける傾向に繋っていく。
第二に、法律雑誌の伝達効果は、文章面のわかりやすさを超えて、法
律家の社会活動にも関わることが確認できる。その点に関しては、
60-70年代と2000年以後の刑事法改正をめぐる雑誌特集の比較から明ら
かにした。それは執筆陣または文章の形式に関しては基本的に共通して
いたが、刊行の時期または雑誌内構成の相違は雑誌独自の方針以外に、
法律家の活動範囲に連動しているよう思われる。例えば、60－70年代の
『法律時報』
の特徴は、
内容的には法律家の専門性を強調するものであり、
当時の閉鎖的な立法過程にアクセスできる人的ネットワークを持つ法律
家の発言は、審議の実態を知るための貴重な資料であり、一般情報とし
ての価値を持っていた。逆に、2000年以後の場合、民主化改革を背景に
法制審議会議事録の公開と伴に、立法審議の一次資料は法律家・法律雑
誌以外の媒体から入手可能となっている。同時に、法律専門家以外の集
団が新たに加えられ、立法審議の中に法律家情報の独占から非・法学情
報の重視への方向性が見られる。法律雑誌による発信は、一利益団体（法
律家）の意見として、つまり専門情報に止まる。従って、情報面の限り、
現在の法律家は法改正の是非を判断する権威があるものの、以前ほど強
いものではないと思われる。

第四章

法情報の性質─社会性と専門性の間

本章では、以上の検討を踏まえた上で、改めて法的コミュニケーショ
ンの観点から法情報の性質を再構成する。第２章と第３章では、新聞や
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法律雑誌における法情報の形成とその機能を分析した。そこでは、近年
大衆が求める法情報と法律家が提供するものとのギャップがわかる。大
衆向けのレベルにおける法情報の変化は、近年刑事法改正の過程に見ら
れる市民感情を強調する世論の形成にも反映されているように思われ
る。本論は、法律家向けの法情報と一般向けの法報道との乖離を、単な
る情報の形式的な操作（
「アクセスあるいは分かりやすさの問題」
）で短
期的に解決するより、その背後にある法学・法律家が担う社会的役割の
変化から理解しようとする。
情報54は「ある対象の状態を明らかにするものである」とされ、日常生
活で「記号（符号）によって何らかの『意味』が担われたものである」と
定義されているのは一般的なようである55。情報における意味の形成に
ついて、情報社会学者である正村俊之が以下のように分析していた。す
なわち、情報には２つの側面が含まれ、①同一性─オリジナルの対象と
同じもののように理解されなければならない、②差異性─媒介の特性に
よってオリジナルのメッセージが圧縮され、オリジナルとの異なるバー
ジョンを持つ、という56。このことから、法情報の形成には法を媒介と
して社会事実を抽象化する際に起こる情報の圧縮、また社会の認識に関
する法情報と他の情報形態を如何に区別する問題が含まれていることが
推測できる。
従来、法情報は、
「法・法学に関わる情報」という漠然としたニュア
ンスで使われることが多かった。前述の通り、
法情報の対象は、法令集、
判例集など司法データから学術論文など法学研究から、また法形成・政
策形成や法適用のための統計・報道など事実に関する資料までになる57。
54

序章でも述べたように、本論の問題関心は、法情報の変化とそのことによっ

てもたらされる効果にある。ここでは、法情報とそれを生み出した法学や社会
の環境を描くような研究方法を探る。従って、情報に関する本論の検討は情報
社会学の系譜にあるともいえる。
55

『現代社会学事典』
（弘文堂、2012年）666頁を参照。

56

正村俊之『情報空間論』
（勁草書店、2000）256-258頁を参照。

57

法情報論に関する教科書の多くは法情報の意味を直接定義するより、具体

的な資料の様式を紹介するような形式を採用している。例えば、指宿信『法情
報学の世界』
（第一法規、2010）加賀山茂・松浦好治『法情報学：ネットワーク
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つまり、法情報と呼ばれるものは、法律学という職業をめぐる多様な活
動と伴に形成されているように理解できる。多様な法情報媒介の列挙作
業だけでは、
「法に関わる」という共通項の意味を明らかできない。だ
からこそ、新聞と法律雑誌において、異なった「法・法学に関わる情報」
が混在していたことは、その概念の多義性を示している。
本章では、法情報の基準を明確にするため、法律家という職業集団の
情報発信に目を向け、法情報の性質を検討する。日本の法情報環境にお
いて、法律家とくに法学研究者は重要な発信者といえる。なぜなら、法
学研究者は、研究発表を動機として活動し、また教育領域では法的知識
を教授するからである。そういう意味で、法学研究者は、法律学におけ
る情報提供の担い手であることは、自明のことである。また、これまで
本論で検討してきた新聞や法律雑誌における法に関する記述は、いずれ
法学研究者を含む法律家による情報のもと（取材や原稿提供）で構成さ
れてきたという側面がある。彼らの情報活動を調べることによって最も
コアな法情報の生産過程を辿ることができると考えられる。
そこで具体的には、次のように論を進めていきたい。第２節では、教
養新書である川島武宜の『日本人の法意識』を素材に、社会発信をめぐ
る法学者の取り込みとその効果を検討する。日本の法学研究者には、学
術研究以外にも法の知識を紹介する解説本を執筆するという伝統があ
る。川島武宜の『日本人の法意識』はそのジャンルを代表するものとし
て取り上げられる。第３節では、法律家の核心作業である法解釈をめぐ
る方法論的な議論を素材に、法律家集団における情報活動の射程とその
意義を検討する。最後に、専門家による発信の特徴を把握した上で、改
めて法情報分析のアプローチを示す。

時代の法学入門』
（有斐閣、2006）が挙げられる。また、リーガル・リサーチの
場合でも、リサーチの対象となる法情報がその資料出典、形式、役割など情報
実践の角度から整理されたものとして、いしかわまりこ・藤井康子・村井のり
子『リーガル・リサーチ』
［第４版］
（日本評論社、2012）がある。以上の法情報
分析は日本の法情報研究を知るための基本的な文献だが、本論ではそれとは異
なるアプローチを取る。
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第一節

法情報の社会性─『日本人の法意識』の例を中心に

一般社会に向けた法の発信例として、教養新書の法律解説書は、その
典型である。ただ、法律解説書についての明確の定義が存在するわけで
はない。現時点では、法律学の解説本に関する法学・メディア論の学術
研究は殆ど見当たらない。第３章第２節で出版産業と教養文化の誕生か
らわかるように、教養書の刊行は著者ではなく、読者層の性質に左右さ
れる。日本書籍出版協会が発行した図書情報では、学術書と一般書が区
別されておらず、法律・政治のカテゴリーのみ設けられている。形式の
面から見れば、法律学解説本は新書や絵本などのカテゴリーに属し、参
考文献は少なく、専門用語を回避する傾向にあるといった特徴から、こ
れらを学術書とは異なった特徴として捉えることができる58。そして、
教養に資する図書として、法律専門家を中心とした執筆陣には、自身の
職業活動と大衆性との間を調整する
「バランス感覚」が求められている。
第１章で述べた通り、川島武宜の『日本人の法意識』は、日本の法社
会学に重要な分析概念である「法意識」の概念を提供し、法専門家（西
洋の法学思想を受け入れる意味で）と社会意識（法の使用者立場）との
ズレを論じたものである。そしてこのような『日本人の法意識』の結論
に対しては、さまざまな批判がなされている。ただし、当時の市民を対
象に法（法学）の理念を伝達するという、いわゆる啓蒙活動としての意
味を有する
『日本人の法意識』
もまた広く認められている。そうすれば、
『日本人の法意識』を研究する意義は、その結論の妥当性にあるだけで
はない。ここでは、
『日本人の法意識』をどう読み、どのような課題を
含むかという法的コミュニケーションの問いに立ち返らねばならない。
58

そもそも定義が確定していないのは、教養書に記述された「法情報」の性質

に由来するものと推測できる。例えば、
自然科学系のような学術知識として「法
情報」
を捉えるとすれば、
そこでの
「法情報」
自体は文脈に依存しないものであっ
て、誰がいつどこでどのように扱おうとしてもその内容は常に一義的なものと
理解されるべきである。ただし、情報が伝達・伝播されるためには、それらを
媒介する「乗り物」が必要であり、その「乗り物」によって情報の形態が変わる
といったことも考えられる。本論のように法情報の伝達過程を重視する場合、
伝達過程の形態に応じて生じる効果にまで、種々の影響が及ぶことになる。
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第一款 『日本人の法意識』の企画とその特徴
1967年、岩波書店は、同書店誕生30周年記念作品として、
『日本人の
法意識』
（著作集四巻、
初出）を一般向けの教養新書として出版した。『日
本人の法意識』の「はしがき」では、本書出版の背景として、1965年10
月11月から東京で行った岩波市民講座「日本人の法意識」の内容を全面
的に書き改めたものであると記述されている。つまり、本書は、専門家
のための学術論文ではなく、一般読者のためのエッセーという性格をも
つ。
『日本人の法意識』が刊行された1960後半は、法学部生を含む大学
生が急増し、その背景として教育本や人生論などの教養本に注目が集
まった。『日本人の法意識』はそうした背景の下、岩波書店30周年記念
として出版された第一弾の教養本であり、社会の基本的な仕組みを紹介
するものであるように思われる。
『日本人の法意識』の執筆に関連する川島の研究資料59には、新書の中
で用いた事例や体験談が、講座の記録で事件の経過や感想などの詳細な
内容が残されている。また、例えば『日本人の法意識』の第２章の法意
識論の機能に関しては、講座の記録ではないが、川島の別の論文から使
用した痕跡が見られる。そして、編集者とのやりとりは手紙の形として
残っており、その中に編集者から内容に関する意見はなかったが、代わ
りに、時事に関する感想など川島個人との会話と思われる内容が綴られ
ている。
以上の通り、依拠するデータの「日常化」はまた『日本人の法意識』の
特徴でもあった。それは、参考文献の選択が法学の資料にとどまらず、
例えば歴史、文学、政治など広い人文学の知見が参照されたことから確
かめられる。本文に体験、逸話、文芸作品などが用いられている点で、
学術論文のような厳格な概念構成とは異なっていることが明らかである
が、法現象を解説する本として、法学の専門性を強調することよりも、

59

『日本人の法意識』の作成に関わる資料が、現在札幌大学川島文庫に保管さ

れている。①
『日本人の法意識』
のもとになった講義の記録８冊
（岩波市民講座：
1965年10－11月東京）
、②『日本人の法意識』及び草稿、メモ、書簡、原稿14冊、
③罪と罰についての意識：
『日本人の法意識』に掲載されなかった章の原稿（訂
正のための記入あり）など、三種類である。
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身近な情報源の大衆化によって読者の理解を促進しようとする狙いが見
える。
第二款 『日本人の法意識』の読者
1985年の法社会学会では、山田卓生も自らの体験から海外の日本法研
究における川島理論の浸透を指摘した。
「われわれも、外国いきますと、
何故訴訟がそんなに少ないのかとか、何故法律家が少なくて済むのかと
いったころを、必ず聞かれるほどしられているわけです」と「証言」し
た60。同じところで、川島の法意識論がなぜ広く読まれたかという理由
について、山田は「これ（
『日本人の法意識』
）を日本法についての予備
知識なしに読みますと、まさに日本法というのは、ピキュリアーだと感
ずることになるだろうと思います」を指摘した。
そこから分かるように、非研究者向けの手法にも関わらず、
『日本人
の法意識』
の影響は絶大であった。
『日本人の法意識』とその関連文献は、
日本国内のみならず、海外でも日本・日本法文化を検討する際の古典文
献として法律専門家の間に広く知られている。日本の場合、法社会学の
みではなく、法哲学、比較法、法制史などの基礎法分野から、民法、憲
法、刑事法など実体法までが、法と社会のズレという『日本人の法意識』
の趣旨を全面に受け入れた。その一方で、
『日本人の法意識』をめぐる
議論には、論点の多様性があることも特徴である。
『日本人の法意識』
をめぐる主要な論点は第１章の第三節で分析したためここでは省略する
が、広く影響を及ぼした『日本人の法意識』は、著者である川島武宜の
考えを超えて、「文化」に関する検討（1970 ～）
、訴訟行動の意義に関す
る反省（1978 ～）また訴訟前の「紛争処理」
（1985 ～）まで拡大するよう
な認識の変化が見られた61。
これに対して、例えばアメリカの場合には、川島の理論を違う視点か
ら読み解く。それが鮮明に現れるのは、日本の過去（歴史）を精察する

60

山田卓生「外国人による日本人の法意識」法社会学37号（1985年）
、40－41頁

を参照。
61

日本人の法意識に関する文献主題の変化について、六本佳平「日本人の法意

識の研究状況─観念論的整理」
『法社会学』
（有斐閣、1983）を参照。
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ような日本研究者のアプローチではなく、外国との比較を軸にして、日
本人の法意識論を日本文化論に転換するところである。その背景には、
「西洋とりわけアメリカをモデルにして日本の近代化＝民主化を図りた
い」という川島の発想が、60-70年代のアメリカ社会における「アメリカ
法をモデルとする日本法の民主化」という主流の意識に合致したことが
あり、そのことが川島理論の浸透を促進したと指摘される62。
それに対して、川島の理論が翻訳され、広く読まれた中国では、川島
の理論における社会統制のあり方が注目されている。図Ⅰは2009 ～
2014年中国で公表された学術論文の中に、川島の著作を引用した文章の
主題（頻出語）を分析したものである。そこからわかるのは、政治学や
法理学の学者は近代化や権利意識の論点から川島の法意識論を中国社会
に照らし、統治体制及び法システムを支える社会的条件（ここでは民衆
の支持と教育）を分析する道具として使われているが、民法学者の場合
は川島理論とくに法意識論を言及することが少ない。要するに、現在の
中国読者にとって、川島の法意識論は具体的な司法活動から離れ、一種
政治的な理論として見えなくもない63。

62

石川一三夫「日本人の法意識論史－日米関係の推移から見た法文化論」
『日

本現代法史論─近代から現代へ─』
（法律文化社、2010）301－303頁を参照。そ
の理論をアメリカで発表する際に、アメリカの法律専門家に強い印象を与えた
が。当時、日本の低訴訟率についてこのハーバード大学で民法学者の加藤一郎
の報告が、川島理論と対照に、その原因は法意識ではなく、日本の司法制度の
機能不全論を語っていた。周知のように、こうした制度論が後で法意識論に対
する有力な批判として現れるが、当時ではアメリカの学者に不評したようであ
る。
63

本研究は2014年７月に横浜で行われた世界社会学学会（ISA）または2015年

８月に東京で行われた東アジア法社会学大会（EALS）での研究発表の一部で
ある。そこでは中国社会科学研究論文を収録した最大のデータベースである
CNKI（中国知网）を使用し、2011年～ 2014年まで川島の著作を引用した1114
本の論文を素材とした。分析方法について、論文の概要（Abstract）を抽出し、
頻出語の集計・解析を行った（Tag Cloud [Javascript] を使用）
。分析の際に、
川端亮（2009）
「質的データのコンピュータ・コーディング」谷富夫・芦田徹郎『よ
くわかる質的社会調査技法編』ミネルヴァ書房（134-47頁）を参照。
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図Ⅰ－１

2009年～ 2011年の場合

（多く使われた言葉は法治社会、法律文化、価値判断、社会主義と価値目標である）

図Ⅰ－２

2012年～ 2014年の場合

（多く使われた言葉は法律精神、市民意識、権利意識、私力救済と社会主義基本価
値観である）

以上のような、
『日本人の法意識』の情報過程から示されるのは、法
学者の社会発信は、必ずしも彼・彼女らの学術発信と一致するわけでは
ないことである。確かに、専門家本人から見れば、その違いは単なるレ
トリック上の問題かもしれないが、実際に理論の射程を反映するほど内
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在的なことである。法的コミュニケーションの問題に照らすと、法情報
はメディアの性質や読者の文脈との連動で構築される側面がある。法学
者が情報源として支配的な地位にあるとしても、特に社会発信の場合、
読者の文脈に応じた読み方の変化も注意すべきである。
第二節

専門家の反応─法的議論の多層化

明治時代に憲法（1889年）をはじめ、民法（1898年）、商法（1899年）、
刑事訴訟法（1907年）などの基本法典がほぼ公布・施行されたが、労働
関係または土地関係など社会立法の整備は大正時代に論争を巻き起こ
し、やや遅れることになった。こうした背景の下、法と社会認識のズレ
が法学者に問題視されるようになった64。例えば、労働立法など当時の
社会立法に積極的にコミットした東京大学民法講座の末弘厳太郎は、
1922年に一般政論雑誌「改造」に「嘘の効用」という文章を寄せた。その
中で末弘は、社会のニーズに応じるため、法的議論には一定の柔軟性
（「嘘」
）が含まれることを指摘した。
「例えば、ここに一つの『法』があるとする。ところが世の中がだ
んだんに変わって、その「法」にあてはまらない新事実が生まれた
とする。その際とらるべき最も合理的な手段は、その新事実のため
に一つの例外を設けることであらねばならぬ。それはきわめて明ら
かな理屈である。しかし人間は多くの場合その合理的な途をとろう
としない。なんとかしてその新事実を古い「法」の中に押し込もう
と努力する。それがため事実をまげること──すなわち「嘘」をつ
くこと──すらあえて辞さないのである。
」
末弘は法の擬制（legal fiction）には、事実上法律改正の目的を達成す
る手段として、一定の社会的効用があると考えていた。ただし、その擬
制については、「世の中の人間はとうてい安心していることができませ
ん」とし、「なぜならば、彼らはこの方法によってでも『法』と『人間』
64

村上淳一『＜法＞の歴史』
（東京大学出版社、1997）58－59頁を参照。

［115］

北法66（4・202）1136

法と情報空間（３）

との調和をとってゆかねばならぬ苦しい地位にあるのですから。ところ
が、法律上、社会上毫もかかる拘束を受けていない人々──学者──が
みずからのとらわれている「伝統」や「独断」と「人間の要求」とのつじ
つまを合わせるために、有意または無意的に「嘘」をついて平然として
いるのをみるとき、われわれはとうていその可なるゆえんを発見するこ
とができないのです」とも述べていた。これは、第一章で述べたエーデ
ルマン法の「鎮静効果」とも共通していると思われる。
末弘は、法言説による社会統制としての機能を認識し、法の「嘘」が
立法を通じて改正されることを期待していた65。このように、少なくと
も当時法学研究者の中では、
（内部）送信側と（外部）受信側で法情報の
捉え方が異なり、法的コミュニケーションをめぐる多層な構造、すなわ
ち、法的象徴理論の基本発想が既に理解されていたといえるだろう。た
だ、末弘はこうした法に対する理解の差異は一時あるいは歴史的な産物
と評価していた。内部者である日本の法学者は、法の曖昧性を出来る限
り回避する傾向も末弘の理論から読み取ることができる。こうした傾向
は法の象徴への排除と結びつくようになろう。
法の象徴的機能に対する消極的な傾向は、戦後の法解釈論争に鮮明に
反映された。戦後の法解釈論争は1950年代の日本政府による憲法解釈の
変更を背景に、法律学・裁判への高い関心の中で始められたものとされ
る66。その後、論争は、民法の解釈に限定されず、法の一般理論（法政策
学）まで至る法学全体のビッグストーリーとなっていく。戦後の法解釈
論争は、法とはなにか、法律学はいかにあらねばならぬか、という日本
65

エ ー デ ル マ ン は『The Politics of Misinformation』
（Cambridge University,

2001年）と題した著作で儀式的な法的言語を論じ、そこで同様に「lying」とい
う言葉を使っていた。
66

この論争をめぐっては、膨大の資料が存在することに加えて、実質レベル

の具体的な法解釈展開を深める実践的な志向も見られる。ただ、論争それ自体
について論じることは本論の主題からそれることになるため、ここで論じるこ
とはできない。論争の概観については、例えば、田中成明『現代法理学』第14
章「戦後の法解釈理論の展開」
（有斐閣、2010）を参照。また、論争初期の達成
点についての整理は、碧海純一「戦後日本における法解釈論の検討」
『法解釈の
理論： 恒藤先生古稀祝賀記念論文集』
（有斐閣、1960）を参照。
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社会における法学の位置づけを反省する法律家集団の言説にも見える。
こういう意味で、
戦後の法解釈論争は、
法律家集団におけるコミュニケー
ションの組織原理を検討するための重要な素材として確認する必要性が
あると思われる。
戦後の法解釈論争の膨大な議論の中で、本論は法的専門家集団と社会
の一般認識とのズレに関する理解という側面に絞って、法学者の見解を、
連動型、同一型、または分離型の三つに分けて簡単に整理する。
第一款

連動型

法解釈論争において出発点となる問題は、実定法の条文を解釈する際
に客観的な基準があるのかという問題、つまり法解釈の客観性に関する
議論である。この問題を提起した来栖三郎は、条文に関して複数の解釈
可能性があることを認めた上で、その解釈の選択は個人（特に裁判官）
の価値判断に影響されうるとして、法解釈の主観性を訴えた。ここで、
法解釈の制約は、解釈者の判断の「わく」
、即ち論拠の範囲に依存する
とされた。例えば、彼の1956年の論文「法の解釈における制定法の意義」
では、制定法は法源の一つに過ぎず、
「制定法と異なるところを法とし
て確定しなければならないことがある」とされ、法律家は単純に条文の
論理演繹以上の、現実の社会関係への配慮を重視するという社会実践に
応じる立場にあるものとされた。ここで法的議論は、制定法等の規定さ
れた規範と、裁判において確定される具体的な社会反応のレベルの論理
67
という、２つの論拠によって分けられている 。

こうした法律作業の価値判断的な側面は、その後、基本的に受け入れ
られたが、問題は、制定法などの前提となる規範のあり方と、社会にお
ける反応レベルとの関係である。
「わく」といった呼び方から、来栖は
両者を論理的に異なるものとして考えていることがわかる68。しかし、
「裁判官の法の解釈は社会的勢力関係の現存状態の安定を目安として行

67

来栖三郎「法の解釈における制定法の意義」
『法とフィクション』
（東京大学

出版会､ 1999）第２章を参照。
68

木庭顕「余白に」
『現代日本法へのカタバシス』
（羽鳥書店、2013）262-264頁

を参照。
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われ、従って極端はきらわれ、中庸ということが尊重され、結局、社会
に支配的な見解、つまりに学者によっては社会的潮流などとよんでいる
ものに従う」と指摘する来栖は、法と社会の認識的なズレを裁判官各自
の社会認識（
「政治的責任」
）と法律技法（法的擬制・フィクション論）に
照らして解消されるものと考えている。
以上は、
法律専門家（裁判官）と市民の法的議論を分けて考えた上で、
法律専門家の媒介機能を期待するような認識図式である。この法的議論
の考え方を、本論では「連動型」と呼ぶ。法の情報伝達に対して、連動
型は次のような意義を持っている。まず、裁判官の主観による法形成を
認めた上で、法解釈の判断基準が相対化される結果、法的議論の思考過
程自体を重視する。法律家集団の組織原理はこうした論争の中で修正強
化されると推測される。次に、法解釈過程とは、単なる「信念としての
主観」ではなく、
「論拠を挙げた主観」
「コミュニケート可能な主観」
「『何
を法たらしめるかの争い』の舞台」における法的コミュニケーション（こ
こではとくに言語的コミュニケーションを指す）によって形成されるも
のである69。従って、来栖は日本の法学者の中でも、法的言説をそれと
関連するコミュニケーションの性質によって認識していたことがわかる。
第二款

同一型

60年代に入ると、法的議論の価値判断に関して新たな認識枠組が登場
してきた。一つは、
川島武宜が主張した「科学としての法律学」であり、
もう一つは「利益衡量」と呼ばれた法解釈の方法である。両者に共通す
るのは、法的議論における価値判断の存在を認めた上で、価値判断の形
成過程をいかに
「客観的」
に説明するかに着目する点である。そこでの「客
観的」とは、まさに法ドグマの枠を超えて、受け手の文脈に関係なく理
解できることを意味する。
川島理論の経緯に関する詳細は、
別稿に譲るが、彼の理論の発想とは、
裁判の作法及び紛争を法学の研究対象として、「法社会学」という科学
的な方法で処理するものであった。
そこでの
「科学的」な方法については、
「客観的な情報（即ちデータ）によって証明されることを前提（論理的）
69

注66・碧海純一、52頁を参照。
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或いは予定（事実上）していること」と指摘された70。従って、法的議論
の価値判断は、裁判官あるいは法学者の法解釈作業の一部である場合、
価値判断の形成過程に関しては、一定の科学的手法を通じて予測あるい
はコントロールできるというように考えられる。つまり、法的議論にお
いては、その内容が裁判官の主観的な因子に影響されても、その影響作
用を科学的な方法によって分析できる、という。さらに、こうした分析
の方法自体は、規範の演繹などの法学的技能に必ずしも内在するわけで
はないため、法学の外部にも説得力があると想定されるだろう。
それに対して、
「利益衡量論」は別の切り口で、法的議論の外部的説
得力を構築しようとした。
「利益衡量論」は、価値判断の分節化、つま
り法解釈作業の中から展開したものである71。そして、「利益衡量論」の
目的は、
「最も一般的に納得できる価値」を抽出するように実質的な判
断を下すことである。
「利益衡量論」は、個別の判例研究を積み重ね、具体的な紛争の解決
を単なる条文の論理性または当事者の間の利害調整ではなく、
「その規
定によって規律される社会関係」および「解釈の社会影響」まで判断の
射程に入れるように進んできた72。従って、法的議論、即ち法解釈と社
会の一般人の理解との認知的距離を短縮する効果は、実は「利益衡量論」
にもあるように思われる。

70

川島武宜「法社会学の方法論について－『法社会学講座』に対する批判に答

えて」
『法社会学の方法』
（有斐閣、1974）第14頁。
71

「利益考量論といわれるものは、一方の解釈をすることによってどのような

利益が保護され、どのような価値が実現されるかを考えて、どちらをとるかを
決めようというのですから、結論つまり効果をまず考えるもの、効果そのもの
が争われているときに、
そちらを先に考えて、
それを要件論に反映させるのは、
この手法の一つの応用と考えています」
（星野英一「民法の解釈のしかたとその
背景」
『民法論集

第８巻』
（有斐閣、1996）187頁以下）
。また、利益衡量論の

発達史については、
吉田邦彦「リアリズム法学と利益考量論に関する「基礎理論」
的考察─民法解釈学方法論の思想的系譜」
『私法学の再構成』
（北海道大学出版
会、1999）が有益である。
72

星野英一「民法学の方法に関する覚書」
『民法論集第５巻』
（有斐閣、1965）72

頁以下。
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「科学としての法律学」も「利益衡量論」のいずれも、法ドグマのよう
な伝統的な法的議論作法以外の、別の要素を法的議論に導入しようとし
た。方法が異なるとしても、科学の手法も社会的影響の判断も、情報の
土台を共有した法律専門家と素人
（裁判当事者）
との法的なコミュニケー
ションを支えてくれることが期待された。このような意味で、本論では
これを同一型と呼ぶ。同一型の背後には、日本の法律専門家が法的議論
の発信者と受信者視点を一体化するという、末弘以来の法学者の中に一
貫してみられる問題意識があるように思われる。
第三款

分離型

1970年代後半から、裁判官の広範な政策的裁量を求める新しい訴訟の
現象が現れ、法解釈の拡張のために新たな議論の開発が司法実務に求め
られるようになった73。その中でも、法的思考様式を社会と接続しなが
ら、いかに法の専門性を維持しうるかという課題に対して法律専門家の
関心が集まった。そこで現われたのが、平井宜雄による法律論である。
平井の法律論は、現役の法学者ではなく、法学教育のための一般理論と
「法律家のす
して想定されている74。特に、本論の問題意識からすると、
べての活動に共通する」議論（argument、argumentation）を出発点に
した『法律学基礎論覚書』が有意義である。以下では、この論文を中心
に平井の論述と法情報との関係を整理する。

73

吉田克己『現代市民社会と民法学』
（日本評論社、1999）267頁を参照。ここ

でいう新しい訴訟とは、政策型訴訟や現代型訴訟と呼ばれ、訴訟による当事者
の救済のみ（いわゆる「紛争型訴訟」
）ではなく関連政策の改正など訴訟外の目
的を求めるものである。現代型訴訟については、すでに膨大な研究が蓄積され
ているが、
例えば田中成明『現代社会と裁判－民事訴訟の位置と役割』
（弘文社、
1996年）を参照。また、研究の概要を理解するには、高橋裕「現代型訴訟のイ
ンパクト」
和田仁孝＝太田勝造＝阿部昌樹（編）
『交渉と紛争処理』
（日本評論社、
2002）174－195頁を参照。
74

そうした読者像は平井宜雄の法学教育論にわたって一貫しているように見

られる。関連の記述は、たとえば平井宜雄「はしがき」
『法政策学』
（有斐閣、
1987）
、また同『法政策学〈第二版〉
』
（有斐閣、1995）３－４頁、または同「法
律学基礎論覚書」ジュリスト928号を参照。
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①法学者中心の法律学の狭い視野（学者中心主義）
、また法律学の方
法論上の曖昧さ（
「社会学主義」
）を批判し、
法律専門家の養成のために、
「『議論』による問題解決」という観点から「法的思考様式」の特徴を再構
成する理論である。
②議論とは、或る主張を提出し、それに反論があれば、証拠や理由を
あげて論拠を示し、
さらに相手方の反論があればそれに応じて再反論し、
それらにもとづいて問題を処理するという一連のプロセスである。
③法的思考の構造は、第一に『議論』においては言明（statement）は
言明によってのみ基礎づけられ、
または正当化
（justify）される。第二に、
『発見のプロセス』と『正当化のプロセス』－「マクロ正当化」と「ミクロ
正当化」─の異質性を強調する。
「マクロ正当化」については、次のように述べられている。すなわち、
「単称言明（個々の事実の存否に関する言明）を経験によるテストで反証
すれば、普遍言明（一般理論）の真偽を決定できるから、それが即ち「マ
クロ正当化」の手続だと考えることができる75。それに対して、「ミクロ
正当化」は形式的規則に基づく推論を指すと考えられている。また、平
井は、「『議論』である以上、その「マクロ正当化」はいつでも再び反論
され、問われる可能性があることになる」と指摘し、論拠に関する反論、
所謂「反証可能性」は単なる各プロセスの内部だけではなく、両プロセ
スの間にも発生しうるという。
④法的思考様式の社会的意義について。
「カリスマ的権威や独裁や物
理力による問題解決がますます力を失い、事実と論理とに基づく説得と
合意の獲得による問題解決とに変わりつつある現代の社会においては、
人間と人間との関係を処理する基本的技術としての法廷を越えた一般的
76
とされる
意義を得つつある」

平井モデルの特徴は、法学者自身の（議論）能力に制約を設けること
にある。
その理論に従えば、
政策の判断基準は法的思考様式（正義性基準）

75

平井宜雄「
『議論』の構造と『法律論』の性質」
『法律学基礎論の研究 平井宜

雄著作集Ⅰ』
（有斐閣、2009）75－76頁を参照。
76

平井宜雄「戦後日本における法解釈論の再検討」
『法律学基礎論の研究

平

井宜雄著作集Ⅰ』
（有斐閣、2009）59－60頁を参照。
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から離れ、法律学の「専門性」はより紛争処理中心、ある意味司法活動
中心のルートに戻ったようにも見える。社会情報との関係は、法の発見
プロセスによる法律専門家の個人的な判断であり、法解釈の際に必ずし
も明確に配慮されるわけではない。
「同一型」の法議論と比べると、「分
離型」では法学者が、社会情報処理力の強い判断者から、より法学自身
の知識枠組に拘る適用者に変化したこともわかる。ただ、平井は法政策
学を30年に渡って論じ続けており、当然ながら理論の変化も見られる。
早期の平井政策学（80年代）は「資源配分規範」や商取引による紛争処理
に注目し、
「正義」という共通の前提に従って法的概念を再構成すべき、
「連動
と主張していた77。その時期では、同一型に対して反動でもあり、
型」に近い法理論であると思われる。その後、両者の不整合性をより意
識されるように、情報の差異性を強調するような法情報の理解に至るよ
うである。
法情報論から見る同一型の問題点は、第一節で示したように、法情報
の発信は必ず情報の理解にイコールなわけではなく、むしろ著者のコン
トロールが弱くなる場合もある。それに対して、改めて法律家的な思考
様式に拘る平井の法議論は、法の射程を限定することから法解釈の専門
性を強調し、法律家が法情報の評価基準をよりコントロールできるよう
になる。
第三節 『専門性』と情報発信─法情報環境の分析に向けて
序章で述べた通り、情報面における法の象徴的機能は、非法専門家の
視点から法情報を理解する際に現れた現象である。しかしながら、専門
家─非専門家という構図の設定自体が妥当かどうか、という前提も問わ
れなければならない。上述の分析から、日本における法律の専門性が、
実際には柔軟的なものであることがわかる。法情報は、法律学の実践と
その専門知を内容とした情報であることが自明であるとしても、法の専
門性に関する認識の変化に伴い、
その性質もまた変化する可能性がある。
77

平井宜雄「現代法律学の課題」
『法律学基礎論の研究 平井宜雄著作集Ⅰ』
（有

斐閣、2009）34－36頁を参照。
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第一節でみた『日本人の法意識』の伝達史は、そうした変化を鮮明に
反映している。もともと専門家発信の法情報は、読者層の状況によって
「非法学的」─専門性の不足を指摘される─と評価される場合もあるこ
とが示された。また、第二節でみた通時的な法学方法論の変化からわか
るように、日本の法律専門家にとっては、社会発信と専門発信両者の境
界線は曖昧であると理解するのが妥当である。
専門性については

早期の学者が職業についての類型化（taxonomic

definition）、すなわち各職業を区別する作業を通して専門の領域を確認
するような作法を用いている78。ただし、そうすると、どのような場面
で専門家と半専門家また素人を区別できるかという方法論上の問題が残
る。こうした問題の解決を目指して、70年代以後、社会学者は専門家の
自主性（professional autonomy）と専門的地位（professional status）と
いう、二つの概念を提示し分析を進めてきた。その成果の一つは、就職
資 格 の 決 定 権 に つ い て、 業 界 内 部 が 握 り、 専 門 知 識（formal
knowledge）に対するコントロール（制度化ともいえる）を実現するこ
とである。従って、専門家の自主という発想が職業の核心となってい
る79。ただ、その職業において自主的に内部化する傾向（endogenous
concept）が生じることにも注意すべきである。そうした考えに従えば、
法の専門性は法律関係の職業にある人々が決めることになる。
これに対して、外部との関係によって、専門性をコントロールする現
象も見られる80。専門性に関する理解は、誰がこの生産と消費の関係に
影響を与えるかということを明らかにすべきであるとされる81。そして、
職業地位について、職業の内部的地位（intraprofessional status）と公共
的地位（public status）とを分けて、内部的地位に関しては職業の純粋
78

Millerson・G, The Qualifying Associations, Routledge and Kegan Paul press

(1964), pp.52
79

専門知識は職業の形成に対する影響を考察した先駆として、Eliot Freidson の

Professional powers : a study of the institutionalization of formal knowledge、
The University of Chicago Press (1986) がある。
80

Terence James John, Professions and power, Macmillan press (1972), pp45

81

Abbott. Andrew, Status and Status Strain in the Professions, 86 American J.

Of Sociology (1981), pp819-35.
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さ（非専門的な作業を排除すること）が重要であり、公共的地位に関し
ては安定性（社会構築における固有の役割）が不可欠であること82が指
摘された。
専門的地位に関しては、例えば弁護士業の場合、依頼者から受任した
法律問題を処理する業務であり、その依頼者の地位─例えば消費者問題
などの日常のトラブルか、国際仲裁などの商事案件か─が弁護士の地位
に影響し、弁護士業務の専門性に対する評価にも連動するという結論が
複数の実証的研究から証明された83。一方、歴史的な観点から法の公共
的地位を検討する研究も存在する。Karpik のフランス弁護士業の研究
によれば、19世紀のフランス弁護士（avocat）の狙いは、経済的利益で
はなく、市民の代理人として（spokesmen for the public）国家権力を監
視して、民衆の意見を代弁することにあった。その役割から、職業の独
立性、社会的地位あるいは政治的な役割が形成されていくとされる。し
かしながら、政治体制の安定化と伴に、そうした役割へのニーズは弱く
な り、 古 典 的 な 弁 護 士（classical bar）か ら サ ー ビ ス 業 的 な 弁 護 士
（business bar）へと変化した84。専門性に関する判断は、特殊な教育背景
（法学教育）や法曹資格など内部基準に加え、提供した法的サービスを
82

Austin Sarat&William L. F. Felstiner, Divorce Lawyers and Their Clients:

Power and Meaning in the Legal Process, Oxford University Press (1997)
pp153.
83

弁護士業について「二つの半球」という有名な理論がある。すなわち個人

法務の弁護士と会社（企業）法務の弁護士を分けて、収入、地位などは構造
的に大幅に異なっており、同じ弁護士といえどもまるで違う半球に住んで
いるような状況を指している。そうした現象は、アメリカだけではなく、
他の地域においても現在まで続いているように見られる。Abel、Richard
L. (1989) American Lawyers. Oxford University Press; John P.Heinz/Robert
L.Nelson/ Edward O.Laumann/Rebecca L.Sandefur, (2005) Urban Lawyers:The
New Social Structure of the Bar, University of Chicago Press; Liu Sida (2008)
Globalization as Boundary-Blurring:International and Local Law Firms in
China’s Corporate Law Market, Law & Society Review (42-4) を参照。
84

例えば、Lucien Karpik (1988)=translated by Nora Scott, French lawyers : a

study in collective action-1274 to 1994. Oxford University Press (1999) は弁護
士の役割変化を記述した。
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めぐる活動の性質にも左右されるだろう。
では、法律家はどうして情報発信を行うか。少なくとも、以下の二つ
の側面が考えられる。
①法学の内容は、情報という形で現れる。その情報に関しては、知識
の構成に法律専門家の自主規制が働き、従って法律専門家自身が情報の
ゲートキーパーとなる。専門性の観点から見れば、案件の処理など法学
（業界）内の評価は法情報の質を担保する面が浮き彫りになる。その意
味で、第三節の法解釈学の論争も法情報に対する認識に影響を与えると
思われる。
②社会における法の役割と効果を証明する外的観点は、専門の言説に
対しても一定の影響力を持つ。というのも、法的知識と一般的知識の
ギャップ（knowledge gap）に関する評価によっては、法的言説の地位
は変化する可能性があるからである。そしてその評価は、社会構造の変
化に関わることもある。第２節で取り上げた民法学の教授としての川島
武宜に対して、内部的地位の観点から彼の専門能力を疑うことは考えに
くい。ただし、時代、地域など社会的条件に影響される、『日本人の法
意識』をめぐる評価の変化は、それが教養新書という外的な側面の強い
コミュニケーションという性質を備えていることとも無関係ではないだ
ろう。
専門性は法情報にとって重要である。専門をより把握できる法律専門
家は法情報の形成をコントロールできる、という従来の結論は、まった
く的外れではない。ただし、それが果たして法情報面における法学者の
「特権」を意味するかに関しては、本論は慎重的である。法の専門性自
体は固定的なものではなく、当該社会における法律学という学問の役割
と連動していると考えられるし、従って、一般人向けの法情報と専門家
向けの法情報との間に本質的差異が存在しないと考えられるからであ
る。肝心なのは、どんな情報をどんな場面において「法」として扱うか
という選別の問題であり、また広い意味で来栖が提示した「法源」の議
論に繋がると思われる。
このように法の専門性という観点からすると、裁判という空間におけ
る情報活動（審判）だけではなく、少なくとも法律専門家の情報発信を
ダイナミックに捉え直す必要がある。第三章で述べたように、歴史的な
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観点から見れば、日本社会における法の理解は、裁判、契約などの行動
の面よりも、法学的な思考や論理などの情報を扱うことから始まり、西
洋的知を代表するものとしてまず日本社会及び学問に対して影響を与え
たことを注意しなければならない。その影響もあって、日本の法律学に
おいて外部からの情報を重視する伝統が存在する。情報収集としての法
的コミュニケーションの場においては、比較法的な作業やトレーニング
が依然として重視される傾向から、こうしたことを傍証できるかもしれ
ない85。第２節で検討した『日本人の法意識』は社会の規範意識という一
見専門の法解釈とは程遠い問題を扱っている。その現象は、司法業務を
中心に法専門性を評価する従来の理論からすれば、やや奇妙なことにも
思える。
ただし、
以上のように、
日本社会の法継受という背景を考慮するなら、
法情報には司法・立法の資料以上の意味を持つことが理解できる。司法・
立法の資料以上の意味とは、
知識や「情報」も含めた一定の感覚（法意識）
が共有されている、
あるいは共有されていると信じる、という法的コミュ
ニティの存在に関わる社会的な営みにある86。具体的に、これまで第一
部で扱った新聞、雑誌や書物で法制度・法理念に関わる発信活動を通し
て、「法」に関する認識が形成していくことがわかる。そこには、法情
報の質については言説の生産と流通、著者─編集者─読者の関係性、ま
たそれらの背景にある社会環境などといった変数が含み込まれた形で評
価されることにほかならない。

85

法学研究者の養成については、例えば、星野英一「日本における民法学の発

展と法学研究者の養成」
『法実務、法理論、基礎法学の再定位－法学研究者養
成への示唆－』
（日本評論社、2009）168－187頁を参照。
86

ここでは、共感によってコミュニケーションとコミュニティの関係性を重

視する立場に立っている。その考えは、古典的な文脈でジンメルの相互作用
論や、現代的な文脈では actor-network theory にも見られるものである（桑
原司「シンボリック相互作用論の方法論的立場」
『九州地区国立大学教育系・
文系研究論文集』第６巻第２号、Bruno Latour、Reassembling the social : an
introduction to actor-network-theory, Oxford University Press (2007) pp30-31、
などを参照。その概念構成を出版産業に適用する研究としては、長谷川一『出
版と知のメディア論』
（みすず書店、2003）34－36頁を参照。
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以上の結論に従えば、法情報の質をめぐる議論は、結局利益関係者（集
団）の力関係に応じて決まるのではないかと理解されることも予想でき
る。従って、法情報の質に関する基準の設定が不可能である、という主
張まで浮上するかもしれない。ただ、本論はそこまで悲観的ではない。
法情報の生産に関しては、新聞か法律雑誌にせよ、読者層の違いにもか
かわらず、いずれ法律専門家の情報に依存しなければならない部分が明
らかである。それは、
法律学の知的権威は消えていないことを意味する。
問題は、こうした知的権威と法情報の関係性にある。
法制度の基本的枠組に関わる法改正が頻繁に行われている現在は、司
法中心の法システムと違って、裁判司法に精通する法律専門家以外の人
も法に関する意見の表明ができており、むしろその意見を重視されるよ
うになった。ただ、情報発信における法律学の多義性が存在する限り、
専門性を基準として法情報を仕分けするいわゆる gatekeeper としての
機能がうまく働かないことも推測される。つまり、日本の法情報環境に
おいては、法律専門家は正しい法情報を判断する「者」としては機能し
なくなる。実際、上述の新聞や法律雑誌に関する近年の状況から、こう
した推測は現実のものとなっていくとも伺える。それに対処する策とし
て、上述の平井理論はマクロの正当性とミクロの正当性を打ち出した。
ただし、第１部の検討を通して、情報としての法的コミュニケーション
において、新聞、法律雑誌、法律専門家自分の言説さえ、平井が提唱し
た二つの正当性は常に混在し、
さらに当事者体験・感情とつながるなど、
新たな基準も見られる。こうなると、法教義学として展開される論理と
政策決定における法的議論という二分法が、果たして現実の法情報を精
密に捉えているのかということについて、検討の余地は残る。ある法制
度をめぐって様々な法情報がどのように関連しているか、それらの間の
整合性は取れるのか、という問題の解決はまだ先にある。本論の第２部
では、ある法改正（2010年の公訴時効改正）についての検討を通じて、
こうした多様な法言説の交錯を考察し、答えの糸口を探し求めていくこ
とにしたい。
（未完）
［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「法と情報空間─
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現在日本における法情報の構築と変容」
（2014年３月25日学位授与）に加
筆・修正したものである。執筆にあたって、日本学術振興会「特別研究
員奨励費

研究課題：
『感情立法』の形成とその限界─公訴時効をめぐ

る法の存在形態をてがかりに（2012 ～ 2013年度）
」
（課題番号24･5204）
の助成を受けた。
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社会的排除と法システム（３）
── システム作動要因としての属人性 ──
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第一節

実践の場に由来する排除性と「参加」の強制

第二節

システム自体からの排除と排除状態の内面化

第三節

排除状態の連動性

第四節

学校外「法教育」実践の可能性

小括

現代社会への応答と「法教育」
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第一節 「システム信頼」への信頼
第二節

関係の拡張機能としての信頼概念

第三節 「システム自体への信頼」の発生メカニズム
第四節

架け橋としての実践者の媒介機能

第五節
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第六節 システムへのコミットメント基盤としての「信頼」「自己肯
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（以上、本号）

第六章

システム作動要因としての属人性（パーソナリティ）

第七章

現代社会における「法」の応答性

終章

現代社会において「法」が果たす役割とは

第Ⅲ部

システム・信頼・属人性

第五章

社会的包摂と信頼
─属人的信頼から制度的信頼へ─

はじめに
前章までの考察で共通している論点は、とりわけ包摂メカニズムから
排除されている状態にある人々にとって、システム自体への不信感があ
る場合には、
「意図的」にシステムへの参加を拒むこととなり得、しか
もその拒絶は個人がそれぞれの意思で「意図的」に行った個人の選択で
あると判断されてしまっているリアリティが存在しているという点であ
る。これまでの考察により、外部（社会、他者）および内部（自己）への
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不信の背景には、社会的基盤自体の欠如が影響している様子が観察され
てきた。すなわち、
「個人の選択」は、実際には階層やジェンダー、人
種といった構造的制約を大きく反映しているにも関わらず、表面的には
個人が「自主的」に、
「意図的」に行った選択として社会的文脈の中に位
置づけられているという現状を指摘した。
このようにして構築された「構造的な排除状態の固定化」は、社会的
基盤の欠如に由来するシステム自体に対する不信感と相互に重なり合
い、結果として包摂メカニズムへの接近を何重にも妨げ、個々人が持つ
「システム自体への信頼」
の醸成をも困難にしている要因となっている。
そこで、本章では社会参加・不参加を決定付ける背景にはどのような
メカニズムが潜んでいるのかについて、とくに「信頼」概念の理論的分
析を通して考察する。
具体的には、本稿全体の問題設定、すなわちシステムへのアクセス阻
害メカニズムの探究を行うために、
「疎外メカニズムと包摂メカニズム
をつなぐ架け橋となるのは属人的（パーソナルな）信頼ではないか」と
いう仮説を立て、N. ルーマン、A. ギデンズ、および山岸俊男の「信頼」
概念の分析を中心に検討を行う（分析１）
。
つぎに、上記仮説を成立させている条件、すなわち「属人的（パーソ
ナルな）信頼」を涵養するためにはどのような要素が必要不可欠な側面
として存在しているのかを検討するために、
「自己肯定感」の働きに着
目して分析する。具体的には、生活保護受給者自立支援施策の取り組み
やセルフケアグループにおける取組みを読み解くことにより、肯定的ア
イデンティティの形成や市民としての役割があるということが、他者へ
の信頼にどのように影響を及ぼしており、それが属人的（パーソナルな）
信頼の醸成にいかに作用しているのかについて検討する（分析２）。
上記分析１及び分析２の検討を通して、
「疎外メカニズムと包摂メカ
ニズムをつなぐ架け橋となるのは属人的（パーソナルな）信頼ではない
か」という仮説を検証していく。
第一節 「システム信頼」への信頼

─ルーマン、ギデンズを中心に─

信頼（trust）を巡る近時の研究は、とくに1990年代後半から2000年代
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前半にかけて集中的に行われてきたが1、それら一連の研究動向よりも以
前に社会学
（理論社会学）
の立場から
「信頼」
について論じたものとして、
ルーマン（N.Luhmann）とギデンズ（A.Gidenns）がいる。
（１）システム信頼の再帰性
ルーマンは、「信頼」が果たしている社会的機能に着目し、「複雑性の
縮減」という観点から検討している。すなわち、「信頼」について、心理
的・感情的な分析ではなく、機能的分析を行い社会的諸条件を考慮に入
れた上で「信頼」概念を捉えている点が特徴的であると言えよう。
ルーマンが
「信頼」
について包括的な探究を行っている論考としては、
1968年に初版が出され1990年に邦語訳により広く日本にインパクトを与
えた『信頼─社会的な複雑性の縮減メカニズム』が挙げられる2。その中
3
と、他の事象の可能性を制限し
でルーマンは、日常的な「慣れ親しみ」

て行動するというリスクを引き受けるという「信頼」とを区別して捉え
ている。その上で、
「信頼」
概念についてルーマンは、
「人格的信頼」と「シ
ステム信頼」に分化して捉えている。
人格的信頼についてルーマンは、
「単一のシステムだけであれば、そ
こには一般化もありえないし信頼もありえない」とし「一般化・信頼と
いうはたらきは、すでに構造を持っている環境を前提としている」4とし
た上で、人格的信頼を「他者がその自由すなわち行為可能性の不気味な
能力を、人格であるという意味で発揮するであろう、という一般化され

1

近年における信頼に関する学際的研究の代表的なものとして、ラッセル・

セージ財団における一連の研究がある（The Russell Sage Foundation Series
on Trust）
。これは、社会学、心理学、経済学、生物学などの研究者により信
頼を多角的に論じようとする研究プロジェクトであり、日本における信頼研究
にも大きな影響を与えた。
2

ニクラス・ルーマン（Niklas Luhmann）
（1968＝1990）大庭建・正村俊之訳『信

頼─社会的な複雑性の縮減メカニズム』勁草書房。
3

ここでいう「慣れ親しみ」とは、
「意味と世界」を構成する「存在ないし社会

への慣れ親しみ・存在者の自明性」を指している。前掲ルーマン（1968＝1990）
28-29頁。
4

前掲ルーマン（1968＝1990）69頁。

北法66（4・185）1119

［132］

論

説

た期待に他ならない」としている。
すなわち、人格的信頼に関しては、新たに出会う人々について個別的
な学習が要求されるという面で負担が大きいものの、学習するかしない
か、つまり人格的信頼を寄せるか否かについては「コントロールの余地
が大きく残されている」という特徴がある。
一方のシステム信頼についてルーマンは、貨幣価値の安定性を例に挙
げた上で、「システムが作動しているという前提のもとで、そのシステ
ムに信頼を置いている」状態であると説明している5。ここでいう「シス
テム信頼」とは、ルーマンの言葉によれば、
「新しい人物をそのたびに
信頼していく人格的信頼に比べると、比較にならないほど学習しやすく
なっている」とされる一方で、
「人格的な信頼からシステム信頼への転
換によって、学習は容易になったが、コントロールは逆に困難になった」
という状況を生み出したものとして分析されている6。
信頼概念の区別を示した上でルーマンは、高度に機能分化した社会に
おいては「社会は、否応なしに、きわめて個人化された多様な人格性へ
の要求を大幅にカット」する必要性が生じ、
「個人的信頼に依拠した社
会秩序の構成はほとんど不可能となっている」、として、システム信頼
が重要になっていると説く。つまり、社会秩序を構成する機能を果たす
役割として、
「一般化された期待」であり「個別的な学習が要求されると
いう面で負担が大きい」とされる「人格的信頼」ではなく、「コントロー
ルは困難ではあるが学習しやくすなった」とされる「システム信頼」が
重要であると位置付け、
「人格的信頼」から「システム信頼」への移行こ
そが「文明化の過程」であると評価している7。すなわちルーマンは、貨
幣制度や公権力に代表されるような、システムの「機能自体」に対する
信頼が成立している点に、システム信頼への信頼を位置づけて主張して
いると言えよう。ルーマンの言葉を借りるならば、「個人は、他者が自
分と同じやり方で第三者を信頼していることを信頼する」という、信頼
5

前掲ルーマン（1968＝1990）92頁。

6

前掲ルーマン（1968＝1990）92-93頁。

7

前掲ルーマン（1968＝1990）110-111頁。
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の「再帰性」が必要とされているのである8。
このように、ルーマンの「信頼」概念においては、
「人格的信頼」と「シ
ステム信頼」とが区別されており、とりわけルーマンが「システム信頼」
の重要性を説く背景には従来の「人格的信頼」への寄る辺のなさへの危
機感が存在している。したがってシステム信頼は、
「人格性を帯びた信
頼や不信の対極に立っている」とされ、人格的信頼と対極にあるものと
して位置づけられている。
ルーマンのこうした「人格的信頼」と「システム信頼」の区別は、人格
的信頼に対する不信、すなわち新たに出会う人が信頼に足る人物か否か
という「個別的な学習が要求される」点と、
「きわめて個人化された人格
性への要求」がなされる点において、負担が大きく不確定要素が多いこ
とに対する不安定さへの不満に端を発している。そして、人格的信頼か
らシステム信頼への転換は「文明化の過程」であるとし、システム信頼
の安定性と信頼の再帰性、すなわち「個人は、他者が自分と同じやり方
で第三者を信頼していることを信頼する」という原則に基づいてシステ
ム信頼の有用性を主張している。
ルーマンのこうした主張を踏まえた上で、本章の問題設定を捉えてみ
る。すなわち、「信頼の再帰性があるからこそ人々はシステムを信頼す
る」というルーマンのロジックを逆説的に捉えるならば、
「信頼の再帰
性」すなわち「他者が自分と同じやり方で第三者を信頼していることを
信頼する」という再帰性が担保されるような状態を作り出すことが可能
になるとき、「信頼の再帰性があるからこそ人々は人格的信頼を信頼す
る」というロジックも可能になるものと思われる。つまり、
「信頼の再
帰性」が言うところの「第三者」とは、ルーマンによればシステムが持
つ機能自体（貨幣制度や公権力）について述べているものであるが、他
者が、再帰性のロジックでいうところの「第三者」である貨幣制度や公
権力が持つ機能を信頼してお金を払ったり税金を納めたりといった行動
を見て信頼できると判断して信頼が発生するのであれば、重要な点は「第
三者」がどのような機能を持っておりその機能は信頼の再帰性を成り立
8

前掲ルーマン（1968＝1990）127-129頁。
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たせ得るか、という点に焦点化されるであろう。このように考えると、
「第三者」が持つ機能が「信頼の再帰性」を成立させることが可能である
場合には、「システム信頼」と同様、
「人格的信頼」もシステム自体への
信頼を高めることに寄与していると指摘する事ができる。
本章の仮説である「疎外メカニズムと包摂メカニズムをつなぐ架け橋
となるのは属人的（パーソナルな）信頼ではないか」という仮説に引き
付けたとき、ルーマンによればそもそも上記仮説でいうところの属人的
（パーソナルな）信頼（人格的信頼）は「文明化の過程」以前の前近代的
な秩序であるとして退けられるであろう。しかしながら、後に見るセカ
ンドチャンスやダルク、また若者の居場所のようなセルフケアグループ
における取組みで観察されるように、同じような苦境を経験した者同士
がコミュニケーションをとり合うことによりロールモデルの提示や人生
の見通しを身近な他者から獲得し、身近な他者が社会を信頼しているか
ら自分も信頼してみようと思う心の動きは、
「信頼の再帰性」でいうと
ころの
「第三者」
的機能を果たすものが
「身近な他者が信頼している社会」
に置き換わって機能していると捉える事ができるのではないだろうか。
（２）
「確信の一類型としての信頼」 ─ギデンズによる「信頼」概念─
ルーマンによる信頼理論についての問題点を指摘しつつ、ルーマンと
は別の枠組みから「信頼」概念について分析しているものとして、A. ギ
デンズがいる。ギデンズは信頼について、
「人間やシステムを頼りにす
ることができるという確信（confidence）
」として定義しており、確信
（confidence）は、相手の誠実さや愛情、あるいは抽象的原理の正しさな
9

どを信じることを表現しているとしている 。このように、ギデンズに
とって「信頼」と「確信」とは区別されるものではなく、確信を信頼の一
類型として、すなわち人やシステムを頼ることができるという確信の一
類型に信頼が位置づけられている。
このような、
「確信の一類型としての信頼」という概念を念頭に置き
つつ、ギデンズは、ルーマンと同様に、
「人に対する信頼」と「抽象的シ
9

アンソニー・ギデンズ（Anthony Giddens）
（1990＝1993）松尾精文・小幡正

敏訳『近代とはいかなる時代か─モダニティの帰結』而立書房、48-50頁。
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ステムに対する信頼」とを区別して記述している10。すなわち、人に対す
る信頼とは、
「対面的コミットメント（facework commitments）」を必要
として醸成される信頼であり、そこには相手の誠実さや人柄などのパー
ソナルな属性が関係してくると位置づけている。それに対して、抽象的
システムに対する信頼には対面的コミットメントは必要とされず、
「非
対面的コミットメント（faceless commitments）」により機能するもので
あるとしている。特徴的なのは、この抽象的システムに対する信頼のう
ち、
とくに
「専門家システムに対する信頼
（専門技術的知識への信頼）」が、
近代的制度を支える重要なメカニズムとして位置づけられている点であ
る11。
このギデンズの信頼概念は、本章の仮説と親和性を多く持つと思われ
る。すなわち、ギデンズもルーマンと同様に人に対する信頼と抽象的シ
ステムに対する信頼を区別して用いているが、
「人間やシステムを頼り
にすることができるという確信（confidence）
」も信頼の一類型として捉
えている点が、ルーマンとは異なっている。
またルーマンは信頼の根拠に、他者が自分と同じようなやり方で第三
者を信頼していることを信頼するという他者性を置いているが、ギデン
ズは人とシステムとの分類方法についてはルーマンと同じである一方
で、
信頼の根拠を他者性に代表される
「第三者」
の機能に置いてはおらず、
対面的あるいは非対面的な「コミットメント」に信頼の根拠を置いてい
る。つまり、他者が「第三者」の機能を信頼しているか否かという点で
はなく、自分自身が主体的にコミットメントを通して醸成し得るものと
して信頼を捉えている点に、ルーマンとギデンズの信頼概念の大きな差
異があると言えよう。
こ の よ う に 両 者 の 違 い を 捉 え た と き、 対 面 的 コ ミ ッ ト メ ン ト
（facework commitments）を通じて、すなわち相手の誠実さや人柄など
のパーソナルな属性に由来して発生するものを信頼の一類型として捉え
るギデンズの捉え方は、本稿全体の問題意識と共通項を多く持つもので
10

前掲ギデンズ（1990＝1993）110-112頁。

11

前掲ギデンズ（1990＝1993）107頁。
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あると思われる。
（３）ルーマン、ギデンズによる「信頼」概念の共通点・相違点
以上、ルーマンによる「信頼」概念の区分とギデンズによるそれとを
概観してきた。ルーマンとギデンズの信頼概念についての相違点を見い
だすならば、
ギデンズが確信の一類型として信頼を捉えているのに対し、
ルーマンは確信と信頼とを区別して用いている点が挙げられる。すなわ
ち、信頼と確信とを巡って、過去の経験や情報といった外的要素がどの
ように「信頼」に影響を与えているかについての理解において、両者間
で相違があると言えよう。
一方、両者における共通点を見いだすならば、両者がともに人格的信
頼（人に対する信頼）とシステム信頼（抽象的システムに対する信頼）と
を区別して論じているという分類方法の同一性が挙げられる。とりわけ、
高度に分化した機能システムにおいては、不確実性で個別の学習を要求
する人格的信頼よりも、社会の文明化の過程で必要とされた非人格的シ
ステムに対する信頼（システム信頼）を機能的に担保することこそが、
近代的な制度を支える重要なメカニズムとして位置づけられている点を
強調している。そして重要なのは、そうした「信頼」は、閉ざされた人
間関係における関係性の強化という側面で用いられているという点であ
り、この関係性を強化するという点に最大の共通点があると言えよう。
しかしながら、後に述べるように、従来の信頼概念が念頭に置いていた
閉ざされたネットワーク内における関係の強化という側面は、ネット
ワーク内に居る限りにおいてはその恩恵を受けることができ安定した関
係性を維持することができる一方で、外部に対しては排他性を発揮し、
さらに内部にいる者に対しても移動の自由を制限する形態をとってい
る。こうした形態は、まさに本稿全体を通して取り扱っている排除／包
摂の二項対立と通底する問題であると同時に、システムがその性質上内
包してしまう排除性と共通している問題群であると言えよう。
社会システムをどう捉えるかという点について、社会秩序の維持と形
成という面において個人的信頼に依拠するよりも、システムとしての安
定性を確保することに重点を置いた方が普遍性が維持され結果として不
［137］
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平等状態の解消に有益であると捉えるルーマンの主張は、今日の社会制
度を考察する上でも非常に重要な指摘である。法化社会のメリットを引
き合いに出すまでもなく、個人的な要素への過度の依拠が引き起こす
数々の不平等状態はすでに歴史的に明らかになっている。しかしながら、
普遍性・一般性を追求するあまり、法の存在が現実社会のリアリティと
乖離している状態が発生していることもまた事実である。本稿の問題意
識に引き付けるならば、法存在や法システムへの信頼の発生はただ単に
法的知識の啓蒙を行うだけでは不十分であり、どのような時に法システ
ムが「信頼できるもの」として捉えられるのか、さらにシステム信頼が
発生しない場合（システム自体に対して拒絶がある場合）
、その背景に
はどのような潜在的要因が存在しているのか、についての分析が必要不
可欠である。
したがって、以下では、ルーマン、ギデンズの信頼概念が暗黙の前提
としていた排除性を探究するために、信頼概念を従来の閉ざされたネッ
トワーク間における関係強化という捉え方ではなく、ネットワーク拡張
機能を持つものとして捉え、独自の視点から分析をしている山岸俊男の
信頼研究を概観していく。
第二節

関係の拡張機能としての信頼概念

─信頼と互酬性─

第一節でみてきた「信頼」概念は、特定の相手との親密性に由来する
信頼や、閉ざされたネットワークにおけるメンバー間において形成され
る信頼12に代表される限定された人間関係間における関係性の強化に担
12

「信頼」を巡る研究のうち、とくに社会関係資本（social capital）との関連性

から信頼を理解したものに、ジェームス・コールマン（1988,1990）がいる。コー
ルマンによると、利用できる社会関係資本が多い状態とはすなわち、凝集的な
集団におけるネットワーク閉鎖性（network closure）が基礎となっており、メ
ンバーの間に高度な信頼関係が維持されている状態であるという（Coleman,J.
S. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital, Amerian Jornal of
Sociology 94. 及びジェームス・コールマン（2006）金光淳訳「人的資本の形成
における社会関係資本」野沢慎司編『リーディングスネットワーク論─家族・
コミュニティ・社会関係資本』勁草書房、214-216頁）
。ここで強調されている
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保された「信頼」の役割に着目した概念であった。これに対し、前節ま
での信頼概念とは別の枠組みから「信頼」の役割を説いているものに、
山岸俊男の一連の研究がある13。
（１）自発的な関係形成のための信頼
山岸の一連の研究の最大の特徴は、
従来の信頼研究が探究していた「関
係性を強化する側面」の他に、
「関係を拡張する側面」があることを指摘
した点にある。すなわち従来の信頼理論は閉ざされた関係性14における
関係強化の側面に重点が置かれていたことに対し、そうした集団主義や
共同体社会などの閉ざされた関係性に依拠する構造は、閉鎖的関係の弊
害（癒着や既得権益の独占など）が発生する土壌をうみやすいという難
点に着目し、信頼のもう一つの側面として、人々を固定化された関係性
から解き放ち自発的な関係形成に寄与する役割があるのでないか、とい
う点に問題意識の基軸を置いた点に特徴がある15。山岸は、社会や経済
の効率的運営および発展のためには、閉鎖された内部における関係強化
だけではなく、自発的な関係の形成や集団形成が重要である点、そのた
めには外部（他者）一般に対する信頼の醸成が不可欠である点を指摘し
のは、
「恩義を内包する社会構造」である。これは、山岸が言うところのやく
ざ型コミットメント関係と共通する捉え方である。
13

山岸の論考は実験結果の公表も含めると非常に多いが、本稿では主として

山岸俊男（1998）
『信頼の構造─こころと社会の進化ゲーム』東京大学出版会、
山岸俊男（1999）
『安全社会から信頼社会へ─日本型システムの行方』中央公論
社、を参照した。
14

閉鎖されたネットワーク間における利害関係の一致による信頼や共同体的

社会の内部における相互信頼。
15

前掲山岸（1998）55-88頁。同様に、自発的な関係形成としての信頼の役割に

着目するものとして、Fukuyama がある（Fukuyama,F. (1995) Trust:The social
virtues and the creation of prosperity, Glencoe,IL.）
。Fukuyama は、効率的な経
済発展の足枷として強固な家族主義社会における家族の内部のみに作用する信
頼が存在しているとし、家族以外の他者を信頼しない社会を「低信頼社会」と
名付けた。家族外部の他者一般に対する信頼が高い社会を「高信頼社会」と名
付け、家族内部での信頼関係が強固であればあるほど外部に対する信頼の醸成
が阻害される傾向がある点を指摘している。
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ている16。
信頼が社会関係の潤滑油としての役割を果たしているという理解を前
提に、相手の意図についての情報が不足している状態、すなわち信頼の
存在意義について山岸は、
「社会的不確実性」の高い状態であると定義
し、信頼が必要とされるのは「社会的不確実性の大きな状況」であると
分析している17。
山岸の信頼の解放理論（emancipation theory of trust）は、特定の条
件（社会的不確実性と機会コストのいずれもが高い状況18）のもとでは、
「他者一般を信頼する」という特性が結果として本人に利益をもたらす
「高信頼者」
可能性の有利性を高める点を指摘する理論である19。つまり、
（他者一般に対する信頼である一般的信頼の高い人）は、社会的不確実
性と機会コストが高い状況では特定の相手との閉鎖されたコミットメン
ト関係（やくざ型コミットメント）から離脱し、より有利な機会へのア
クセスが可能となり、その結果、
「低信頼者」よりもより多くの利益が
得られる可能性を獲得する、
という点を明らかにした。すなわち、
「信頼」
が果たす役割に、このような固定化された（閉鎖的な）関係性の呪縛か
らの解放という側面があることを指摘している。従来の「関係強化」型
の信頼理論とは一線を画していると同時に、社会構造の変化に伴い、従
16

山岸の信頼の解放理論における基本方針は、
端的に言えば
「集団主義社会は、

安心を生み出すが信頼を破壊する」というものである（前掲山岸1998:1-2）
。山
岸は、安心（assurance）と信頼（trust）を区別した概念として捉えており、安
心とは「相手が自分を搾取する意図を持っていないという期待の中で、相手の
自己利益の評価に根差した部分である」としており、対して信頼は「相手が自
分を搾取しようとする意図を持っていないという期待の中で、相手の人格や相
手が自分に対して持つ感情についての評価にもとづく部分」であると定義して
いる（前掲山岸1998:39）
。山岸の信頼理論で重要なのは、信頼の概念の中にさ
らに安心と信頼とが区別される点を指摘したことと共に、社会的不確実性が存
在している場面において機能する概念として「信頼」を位置づけた点である。
17

前掲山岸（1998）15頁。

18

機会コストについて山岸は、
「別の相手と取り引きすれば得られたはずの利

益と、現在の利益との差」であると定義している（前掲山岸（1998）６頁）
。
19

前掲山岸（1998）85-87頁。
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来の関係強化型ビジネスモデルに代表される組織形態が限界を迎えてい
「集
る今日の日本社会においても重要な示唆を与えていると言えよう20。
団主義社会は安心を生み出すが信頼を破壊する」
（山岸1998:1）という山
岸の主張、
すなわち集団主義社会は閉鎖されたメンバー間においての「安
心（assurance）」を生み出す一方で「信頼（trust）」を破壊するという主
張は、既存の閉鎖的関係の枠組みを超えた新しい関係構築を可能にする
メカニズムとしての「信頼」の可能性を示唆すると共に、集団主義的社
会構造から脱却した社会構造の必要性を指摘している。
こうした一連の山岸の主張による「信頼の関係拡張機能」は、本稿の
問題意識に引き付けた時、階層の固定化やいわゆる悪い仲間とのつるみ
といった「やくざ型コミットメント関係」の解消に寄与し得ると考えら
れる。
すなわち、やくざ型コミットメント関係とは山岸によれば、
「社会的
不確実性の大きな社会的環境におかれた人たちが、特定の関係の内部で
社会的不確実性を低めるために形成している関係」であり「他人に搾取
されてひどい目にあう可能性のある状況で、特定の相手とだけつきあう
ことで、
少なくともその相手からは搾取される可能性を低めようとする」
関係であると定義されているが21、この関係性は機会コストを高めるこ
とには失敗している。さらに、上記で触れたように、「高信頼者」、すな
わち他者に対する一般的信頼が高い人は、機会コストを高めより有利な
機会へのアクセスを可能にしている一方で、
「低信頼者」は、閉ざされ
たネットワーク内からの脱却がうまくできず、
「搾取されないために」
という消極的理由により、いわばやくざ型コミットメント関係に「閉じ
込められている」と捉える事ができよう。
20

例えば山岸は、いったん特定の相手との間に安定した取引関係が構築され

ればその相手との取引の場合には急な注文も可能になったり煩雑な契約書を交
わすよりも電話一本で対応したりしてくれるといった「日本的経営」や、日本
的経営を成立させている（成立させていた）終身雇用制度についても、雇用者
と被雇用者との間に「取引コスト」を節約して成り立っている「関係強化型ビ
ジネスモデルの形態」が見て取れると指摘している（前掲山岸（1998）６頁）
。
21

前掲山岸（1998）66頁。
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こうした理解に立った時、信頼を関係強化の概念として捉えるのでは
なく、固定化されている立ち位置からの脱却を可能にするものとして、
すなわち山岸が唱える関係の拡張機能をもった信頼概念として捉えるこ
とが重要であると思われる。
とくに、これまで本稿で見てきたように、社会的排除状態にある場合
には、経済的な側面はもちろんのこと、心理的側面においても疎外状態
にあることがほとんどである。そうした場合、すなわち心理的側面にお
いて疎外状態にある場合、自ら動いて機会コストを高めようとする動機
づけは乏しくなっている。したがって、
排除状態から脱却するためには、
山岸が言うところの「低信頼者」から脱却する必要がある。つまり、他
者に対する一般的信頼を高め、
「低信頼者」から「高信頼者」になること
によって、閉ざされた関係性に依存し閉じ込められていた状態から脱却
し、
機会コストを高めるために自ら移動することが可能になると思われる。
では、いかにして「低信頼者から高信頼者への転換」はなされるのだ
ろうか。言い換えれば、他者一般に対する信頼が高い状態（高信頼者）
はどのようなメカニズムの基に出現可能なのだろうか。この点を考察す
ることが、本章の仮説、すなわち「疎外メカニズムと包摂メカニズムを
つなぐ架け橋となるのは属人的（パーソナルな）信頼ではないか」とい
う仮説に応答することになると思われる。
（２）橋渡し型の社会関係資本の形成
─拡張型ネットワークへの参加─
関連して、社会関係資本（social capital）について、
「結束型」
（排他型）
の社会関係資本がメンバーの選択に内向きの思考性を持たせ特定の互酬
性を安定させ連帯を動かしていくのに対し、
「橋渡し型」
（包含型）の社
会関係資本が外部資源との連繋や情報伝播において優れており、アイデ
ンティティや互酬性の発生に寄与しているとして社会関係資本の多様性
22
を分析したものに、Robert D. Putnam がある 。Putnam は、結束型社

22

Putnam は、アメリカ社会で観察される諸現象が信頼の低下を示していると

説くとともに、そらが経済の停滞や民主主義の後退をもたらしかねないと警鐘
を鳴らしている（ロバート・D・パットナム（2006）柴内康文訳『孤独なボウリ
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会関係資本が排他的なアイデンティティ形成と集団内部における強固な
関係性（強い忠誠心）を形成することにより集団内部における関係性に
安定をもたらす一方で、外部への敵意や排他性を助長する傾向にある点
を指摘している23。こうした、結束型の社会関係資本がもたらす負の影
響、すなわち Putnam の言葉を借りれば「派閥、自民族中心主義、汚職
といった負の発現」
（Putnam2006:19）をいかに最小化し、橋渡し型の社
会関係資本がもたらす正の影響、すなわち「相互扶助、協力、信頼、制
度の有効性」をいかに最大化するかを検討する必要に現代日本社会も迫
られていると言えよう。
本稿の問題意識に引き付けるならば、システム信頼を確保するために
は、
従来の信頼理論で重点が置かれてきた閉鎖的な集団内部における「関
係強化」と言う側面を強調した信頼概念、すなわち内部の安定性を担保
する一方で外部への敵視を促進しかねない結束型の社会関係資本に依拠
した信頼概念ではなく、
山岸らの唱えている「関係拡張型」の信頼概念、
すなわち自発的関係構築と社会ネットワークの構築に寄与し得る橋渡し
型関係資本に依拠した信頼概念に重点を置く必要性がある。
第三節 「システム自体への信頼」の発生メカニズム
（１） 残された疑問
以上、第一節ではルーマン、ギデンズによる信頼概念の敷衍とそらら
の共通点、相違点について概観してきた。そこでは、関係の強化と言う
側面において、限定されたメンバー間によるコミットメント関係の形成
を主眼としている「信頼」概念についての探究がなされていた。それと
は別の枠組み、すなわち関係の拡張という側面において「信頼」概念を
追究したものとして、山岸の信頼の解放理論を概観した。
グローバル化社会の到来や日本型生活保障（終身雇用制度や男性稼ぎ
主モデル）の崩壊により従来の安定的で長期的な相互信頼に基づく関係
ング』柏書房）
。
23

ただし、結束型社会関係資本が全ての場合において弊害となっているとい

うわけではない。
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性の維持が構造的にも困難を伴っている今日において、山岸のいうやく
ざ型コミットメント関係から人々を解放する概念に重点を置いた信頼の
解放理論は、時代への応答性が高いと言えよう。
すなわち、ルーマンやギデンズが言うところの「人格的信頼」や、山
岸がいうところの
「やくざ型コミットメント関係」が持つ弊害としては、
閉鎖されたネットワーク内で限定された人間関係のもとに利害関係に依
拠する意味での「信頼」関係が成立していたため、その内部では不条理
な制裁や村八分、あるいは物理的力の保有者や経済的力の保有者がその
まま権力性を帯びるといういわゆる前近代的な無法状態に陥りがちで
あったことが挙げられる。つまり、
「人格的信頼」に過度に依拠した状
態が引き起こすであろう弊害は、法が存在しない時代の不平等状態と共
通している問題でもある。
一方で、「人格的信頼」への弊害を回避するために「システム信頼」に
重点を置こうとするとき、
「システム信頼」を重視するがあまりに引き
起こされる弊害も存在している。ルーマンが指摘しているシステム信頼
についての特徴、すなわちシステム信頼に関する学習はほぼ自動的に行
われる一方で、コントロールの余地はほとんど残されていないという特
徴は、本稿の問題意識に引き付けると、法律を一度作ってしまえばそれ
を所与の前提として学習することは容易であるが、システムとしての安
定性と引き換えに硬直性を必ず内包してしまうというジレンマと通底し
ていると言えよう。つまり、法存在を所与の前提として捉えることは安
定性・普遍性というメリットをもたらす一方で、法律がフォローできて
いない状況や現実社会のリアリティを反映することが困難になるデメ
リットを抱え込んでしまうジレンマである。法存在の前提と現代社会の
リアリティとの間に存在している数々のギャップ問題に共通している問
題が、ここにも出現していると捉える事ができよう。
このように考えると、山岸における信頼概念、すなわち協調行動を可
能にする構造としての閉鎖的で社会的不確実性の低い関係における「安
心」だけではなく、その「安心」を超える状況、すなわち社会的不確実
性の高い関係において、社会リスクを引き受けつつ相手との協調行動を
期待するという「信頼」こそが、現代社会においては大きな意味を有す
北法66（4・173）1107
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るという分析は非常に重要な指摘であると言えよう。
一方で、本稿の問題意識に引き付けた時、山岸が言うところの「信頼」
は、そもそもどのように発生するのか、という疑問が残る。もちろん、
信頼の発生について山岸は、信頼が究極的には相手の自己利益に根差し
ていると捉えており24、信頼とはカプセル入りの利益であるとするハー
ディンの考えが、山岸の定義によるところの「安心」についての議論で
あると述べた上で、
「相手が自分を搾取しようとする意図をもっていな
いという期待の中で、相手の人格や相手が自分に対してもつ感情につい
ての評価にもとづく部分」が「信頼」の発生であると分析している25。そ
うした分析を踏まえた上で、なお疑問に残るのは、どのようなときに人
は「カプセル入りの自己利益」に応答するような心理作用を発動させる
のかという点である。言い換えれば、何を基盤として「信頼」を醸成す
る感覚を発生させるのかという論点である。山岸の言葉に沿うならば、
「低信頼者から高信頼者への転換」はどのようなメカニズムの基に可能
となるのかという疑問である。
そこで以下では、他者一般に対する信頼を高め高信頼者になるために
必要とされるメカニズムについて、メカニズムのコアにあるのは親密
）から出発
圏26におけるパーソナルな信頼（山岸が言うところの「安心」
しており、
そこで形成された根源的な他者信頼と自己信頼があってこそ、

24

この捉え方について山岸は「根ざしアプローチ（groundedness approach）
」

と呼んでいる。
25

前掲山岸（1998）39頁、56頁。

26

本稿で親密圏というときに意識しているのは、いわゆる婚姻家族像に依拠し

た性的な親密性をも含むそれではなく、
「公共圏とは異なる人間関係や相互の
コミュニケーションが行われている場合に名づけられる」
（井上匡子（2009）
「親
密圏と近代的自我─アダム・スミスの同感判断論に即して」井上匡子・大野達司・
菅原寧格編
『公共空間における個の自律─今井弘道先生退職記念論集』
風行社、
281頁）ものであり、
「具体的な他者の生／生命─とくにその不安や困難─に対
する関心／配慮を媒体とする、ある程度持続的な関係性」
（斎藤純一（2003）
「親
密圏と安全性の政治」斎藤純一編『親密圏のポリティクス』ナカニシヤ出版、
203頁）を持つものであると捉え論じている。
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本章の仮説でいうところの「疎外メカニズムと包摂メカニズムをつなぐ
属人的（パーソナルな）信頼」が醸成され、それがひいてはシステム信
頼へつながったり機会コストを高めたりするための公共圏への出発が可
能になるのではないだろうか、という論点を基に検証していく。
この疑問及び仮説に応答する契機を得るために、以下ではシステム不
信を抱え他者と距離を取る子ども・若者たちがいかにして人間関係の再
構築を行っているのか、そして人間関係の再構築を行う際にはどのよう
な心理的基盤が必要で、
それはどのように醸成されているのかについて、
居場所論の概観と困難を抱える当事者たち同士の相互支援活動、また犯
罪者が立ち直りに必要とする肯定的アイデンティティ形成に焦点を当て
考察していく。
（２）アイデンティティの再定位、親密圏における信頼
○居場所を巡る諸議論
教育システムに違和感を抱き学校的文脈から距離を取っている子ど
も・若者たちの実態を巡る研究の中で、1980年代半ばに出現した議論と
して子ども・若者の「居場所」論が位置づけられる。当事は主として不
登校の子どもが通うフリースペースを指していたが、その後1990年代に
入ってからは広く一般に子ども若者の居場所が議論されている。その背
景には、2000年代に文部科学省が進めた一連の「居場所政策」の影響も
大きい。そこでは、青少年の健全育成としての側面が強調され、いわゆ
るニート問題の就労支援対策事業とセットで捉えられていた。こうした
政策主導の居場所議論に対し、田中治彦は、そもそもイギリスに端を発
する伝統的なユースワークでは、YMCA やセツルメント運動などのグ
ループ活動が重視されてきた側面に着目し、文科省の一連の施策が物理
的な居場所の側面にのみ着目している点に疑問を呈し、
「決められた場
所に参加することによる居場所の確保」という側面ではなく、
「他者と
の関わり合いによる自らの立ち位置」といった関係性の中で構築される
基盤、すなわち心理的な側面における居場所の確保が必要だと指摘して
27
いる 。

27

田中治彦（2012）
「居場所と参加を生み出す方法論」田中治彦・萩原健次郎編
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居場所観を巡る議論を大別すると、それを受容的な空間として捉える
見方と、能動的な空間として捉える見方の二つの見方が存在している。
例えば住田正樹は、居場所の定義を「安心とか安らぎとかくつろぎ、
あるいは他者の受容とか承認という意味合いが付与されて、自分のあり
のままを受け入れてくれるところ、居心地のよいところ、心が落ち着け
るところ、そこに居るとホッと安心して居られるところ」と説明してお
り、居場所を自分が自分らしく居ることができ受容される場として捉え
ている28。また、不登校の子どもや若者が集うフリースクールであり居
場所という言葉を広めたとされている東京シューレ29は、「安心して過
ごせる居場所であること」を前提として子どもの自由、自治、個の尊重
を理念に活動している。これらの捉え方は、受容的な居場所観であると
捉える事ができよう30。
一方、こうした受容的な役割を果たすとともに、学校外の居場所が子
ども・若者の自治を育み社会活動への能動的な参加を促進する機能を持
つものとして捉える居場所観もある。例えば佐藤一子は、自立や社会参
加を支援する役割を持つものとして居場所のあり方を位置づける必要性
があると指摘している31。
『若者の居場所と参加─ユースワークが築く新たな社会』東洋館出版社。
28

住田正樹（2003）
「子どもたちの「居場所」と対人的世界」南博文編『子どもた

ちの「居場所」と対人的世界の現在』九州大学出版会。
29

東京都北区、新宿区、千葉県柏市で不登校の子ども・若者を対象にフリー

スクールを運営。不登校状態に由来する自己評価の低下に着目し、
フリースクー
ルに通う同年代の同じような境遇にある他者との関係構築を通して自己肯定へ
と転換させることを目指している。東京シューレを紹介したものに、奥地圭子
（1991）
『東京シューレ物語』教育資料出版会、奥地圭子（2010）
『子どもを一番
大切にする学校』東京シューレ出版会。
30

「関係において回復し、関係の中で自信を取り戻していく」という理念のも

とに、障碍者自身が自らの存在している文脈（コンテクスト）を解読していく
という「当事者研究」を実践することを通して、ありのままの自分を受け入れ
る取り組みを展開しているものに、
浦河べてるの家編（2002）
『べてるの家の「非」
援助論』医学書院、浦河べてるの家編『べてるの家の「当事者研究」
』医学書院。
31

佐藤一子（1999）
「地域社会における子どもの居場所づくり」
『岩波講座現代

の法第７巻揺らぐ家族と地域』岩波書店。
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二つの捉え方のいずれにも共通しているのは、受容的な空間としてあ
るいは能動的空間としての居場所において、子ども・若者が主体的に人
間関係を構築するための伴走型支援が展開されている点である。つまり、
学校を中心とした教育システムの文脈が求める同質性・均質性に違和感
を覚え生きづらさを抱える子ども・若者にとって、一連の取組みは学校
の「外」に自らの居場所を確立し、他者との関係性の再構築を図る場と
して機能していると言えよう32。
こうした居場所を巡る諸議論を踏まえた上で、本稿で着目したいポイ
ントは、
ユースワークが対象としている若者が、
学校文化に馴染めなかっ
たり学校的な文脈が求める同質性・均質性へ違和感を覚えそこから疎外
されたりしてきた若者たちでありながら、なぜユースワークには参加で
きているのか、という点である。すなわち、学校文化への拒否感から他
者との関わりと距離を取っていた若者たち、言い換えれば参加しようと
思う意欲自体が薄くなっていると思われる疎外状況にある若者たちが、
それでもなおフリースクールなどに集うことができる背景要因とは何か
という疑問である。考察への示唆として、東京シューレに通っていた当
事者たちが一様に、身近な友人あるいは信頼できると判断した同年代の
友人たち、もしくは信頼できる大人たちの助言によってフリースクール
へと通い始め、他者との人間関係の再構築を果たしている様子が報告さ
れている33。ここからは、当事者自らが持つ認識枠組み（他者不信、自己
不信）に由来するシステム自体に対する不信と、不信に由来する排除状
態の継続性ないし固定化、という一連の負のプロセスを断ち切る方策へ
のヒントが暗示されていると思われる。
32

いわゆる居場所論が様々な場面で唱えられることになった一方で、居場所

における活動を「参画」として捉えることに対する違和感や、就労の場への無
批判な接合に対する躊躇及び警戒感を指摘する実践者もいる（例えば、古賀久
貴（2004）
「
「やってみたい」という気持ちから始まること」子どもの参画情報セ
ンター編『居場所づくりと社会つながり』萌文社）
。
33

不登校時代にシューレに通っていた当事者たちによるその後をインタ

ビューしたものに、奥地圭子・矢倉久恭（2012）
『僕は僕でよかったんだ』東京
シューレ出版。
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この点、すなわち当事者が自ら持つ認識枠組み（他者不信、自己不信）
に由来するシステム自体に対する不信と、不信に由来する排除状態の長
期化・固定化を解決する契機として、身近で信頼できる他者の存在や助
言がどのように作用しているのかという点を読み解くために、以下では
まず、どのようなアイデンティティ形成が犯罪者の立ち直りに寄与して
いるのか、主に犯罪社会学の知見から示唆を得て考察していく。
○アイデンティティの再定位
─犯罪者の立ち直りに必要な市民としての役割取得─
同じような困難状況を経験したもの同士による相互支援の実践とし
て、ピアサポートを通して少年院経験者たちの社会復帰に大きな貢献を
している団体の１つに NPO 法人セカンドチャンスがある。
NPO 法人セカンドチャンスは、少年院に入っていた経験を持つ人々
自身が、出院者達に対する支援活動を行う団体である34。2009年１月に
少年院経験者の社会復帰を支援したいと考える大学教員や弁護士、矯正
教育関係者などの有志が集まり結成した団体であり、2010年11月に特定
非営利活動法人の認証を受けている。
主な活動内容としては、①少年院経験者が少年院を訪問し、出院間近
の少年たちに自らの出院後の経験談を話したり、②出院後の生活上起こ
り得るハプニングを乗り越えるために月に１回程度、東京や大阪を中心
に出院者同士の交流会を開催して日常の困りごとを互いに相談し合う場
を設けたり、③一般市民向けに団体の活動を知ってもらうために大学教
員や当事者、弁護士、法務教官らによる講演会の実施、などが挙げられ
る。
セカンドチャンス設立の立役者であり代表でもある津富宏は、法務教
官を19年間勤めた後、静岡県立大学の教員として赴任した経歴を持つ。
津富は法務教官退官後、
Maruna の2001年論文により大きな影響を受け、

34

セカンドチャンス編（2011）
『セカンドチャンス！─人生が変わった少年院出

院者たち─』新科学出版社。少年院に行きつくまでと出院後の様子が当事者た
ち自身の言葉で語られている。
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セカンドチャンスの設立につながったと回顧している35。Maruna（2001）
は、どのようなアイデンティティを持つことが犯罪者の立ち直りを支え
ているのかを調べるために、イギリスリバプールの犯罪者を対象にイン
タビュー調査を行い、その結果「立ち直っている犯罪者」と「立ち直っ
ていない犯罪者」との語りにおける差異、すなわち自らのアイデンティ
ティを赦しの語り（redemption script）の中に位置づけているか否かに
よって立ち直っているか立ち直っていないかが左右されると結論づけて
いる36。
本稿の問題意識に引き付けた時、とくに重要な点は、Maruna（2001）
がアイデンティティと立ち直りの関連性に着目して分析を行っている点
である。すなわち、犯罪者が社会復帰する際に、過去を単に否定するだ
けで終わるのではなく、過去に向き合った上で赦しの語りを行うことに
より自らのアイデンティティを再統合している場合には社会復帰がス
ムーズに進行する点に着目し、どのようなアイデンティティを持つこと
が犯罪者の立ち直りに寄与しているのかをインタビュー調査により明ら
かにした点である。Maruna によると、立ち直っている犯罪者とはすな
わち、自らが「真に立ち直っている」ということ、つまり脱犯罪者であ
るという認識を自己に対しても他者に対しても信じさせるに足る「赦し
の語り」
（redemption script）を有しているとされていることと定義され
ている。それは「過去の単純な否定」ではなく、「過去の再解釈」により
スティグマ付与から脱却し、アイデンティティの再定位を促進するもの
であると分析されており、赦しの語りについて以下の通り分析してい
る37。

35

津富宏（2011）
「たましいのある仕事に向かって」セカンドチャンス編『セカ

ンドチャンス！─人生が変わった少年院出院者たち』新科学出版社、16-20頁。
36

Maruna, S., (2001) Making Good: How Ex-convicts Reform and Rebuild their

Lives, Washington,DC:APA Books. Maruna (2001) は、アメリカ犯罪学会で学
会賞を取っている。犯罪者の社会復帰について当事者たち自身の肯定的アイデ
ンティティ形成と再犯率の低下に着目する文脈において近年犯罪社会学の分野
において注目されている。
37

前掲 Maruna (2001) 85-108頁。
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①「本当の自分」
（the real me）という意識づけを持っていること
②「楽観主義」
（tragic optimism）を持っていること
③「社会貢献への意欲」
（the impulse toward volunteerism）を持ってい
ること
Maruna は、犯罪者たちがこれら三類型を持っている場合においては
本人たちはすでに自らのアイデンティティを肯定的に捉えており、過去
の自らの歴史を混乱したものではなく１つのストーリーとして認識し、
一貫したアイデンティティを保つことに成功していると評価できると分
析している。この分析は、
犯罪者たちの社会復帰に際して、アイデンティ
ティ形成が重要な位置づけにあることを示している。
では、犯罪者たちは肯定的なアイデンティティをどのように形成して
いるのだろうか。この問いに応答する先行研究として、Uggen らの一
連の研究がある。
Uggen and Kruttschunitt（1998）は、出所者の友人関係に着目し、
「真っ当な役割のセット（respectability package）」を獲得することがで
きれば立ち直りが促進され、
「ちゃんとした友人」がいるほど非合法的
な収入が少ない点を実証的に明らかにしている38。この実証研究をさら
に発展させる形で、Uggen（2004）は、犯罪者の立ち直りにおいてもっ
とも重要な点は、
「市民としての役割」を獲得しているか否かであると
、家庭（family）、近所付き合い
指摘している39。すなわち、仕事（work）
（community）の三つの側面における役割の獲得が市民としてのアイデ
ンティティを形成し、人生の見通し（life-course model）を取得し得る役
割を果たしていると分析している40。
このような市民生活を営むものとしてのアイデンティティが自己認識
38

Uggen, C., and Kruttschinitt,C., (1998), Crime in the Breaking:Gender

Differences in Desistance, Law&Society Review 32,pp.339-366.
39

Uggen,C., Manza,J., and Behrens,A., (2004), Less than the average citizen’

s stigma, role transition, and civic reintegration of convicted felons, Maruna,
S.,and R. Immarigeon (eds) Arter Crime and Punishment:Pathways to Offender
Reintefreon, Portland,OR:Wollian Publishing.
40

Uggen,Manza and Behrens (2004), pp.259-264.
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のみならず他者からの承認を経て形成されるとき、市民としての役割が
取得され、一貫した自己概念（真っ当な役割を果たす市民としての自分
という自己概念）を維持するためにそこから逸脱するような行為を回避
する傾向が高まり、その結果として犯罪傾向が縮小され立ち直る傾向に
あることを実証的に分析している。
セカンドチャンスの設立当時からのメンバーで団体の副代表を務め少
年院経験者でもある才門辰史は、少年院に入る前後で関わった人間関係
を振り返りながら、セカンドチャンスで同じような経験を持つ少年たち
の支援を行っている現状について、
「社会に貢献することを保護観察の
義務に含め、その機会と場所を提供することができれば、悲しき再犯が
なくなっていく糸口になると思う」と分析し、同じ境遇を経験したもの
同士による交流が、自らの立ち直りにも大きな意味を持っていることを
述べている41。
これは、Maruna（2001）が指摘する上記赦しの語りの三類型のうちの
１つである「社会（とりわけ次世代）に貢献をしたいと思う気持ち」に位
置づけられると思われ、困難な経験を共通体験として持つもの同士が相
互支援を行うことが、当事者たちのアイデンティティ形成にプラスに作
用し、当事者たちのエンパワメントにつながっていると言えよう。先に
挙げたルーマンの信頼の再帰性理論に基づくならば、同じ境遇にあった
当事者同士の相互支援の集まりは、社会復帰を果たしている先輩たちの
姿を見ることにより将来の見通しを得ることにつながり、身近な他者（同
じ苦境を経験した先輩）が信頼していることを信頼するという「信頼の
再帰性」が発生する環境を結果的に醸成している機能を有していると分
析する事ができよう。
（３）親密圏における信頼と公共圏における信頼の関連性

41

才門辰史（2007）
「出院生たちからのメッセージ─僕の少年院─」刑務協会編

『刑政』第118号、170-180頁。才門辰史（2011）
「出会いに助けられて」
「人生は
何度でもやり直せる」
セカンドチャンス編
『セカンドチャンス！─人生が変わっ
た少年院出院者たち』新科学出版社、38-41頁及び174-195頁。
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（２）で見た居場所論、すなわち受容的あるいは能動的な空間として
人間関係の再構築を促進する機能を持つ空間としての居場所の性質は、
齋藤純一の定義する親密圏概念と近い性質を持っていると言える。すな
わち齋藤（2003）は、親密圏について「具体的な他者の生／生命─とく
にその不安や困難─に対する関心／配慮を媒体とする、ある程度持続的
な関係性」と定義しており、他者との関係性をより重視した捉え方をし
「生の困難を
ている42。さらに齋藤（2000）は、親密圏の一類型として、
抱えている人々、同じような否定的な経験にさらされやすい人々が、孤
独のうちに困難を抱え続けねばならないという苦境を打開するために形
成する集団」として、セルフヘルプグループのような集団が位置づけら
れると分析している43。ここで齋藤が分析する親密圏の一類型としての
集団には、上記（２）で触れた居場所やセカンドチャンスのような当事
者同士の相互支援を行う団体も含まれると思われる。
このように考えると、居場所やセカンドチャンスのような団体で行わ
れていることは、親密圏における他者信頼の醸成と、自己信頼の醸成で
あると捉え直すことが可能である。
上記団体の取り組みからは、親密圏（共に生きづらさを抱える苦境に
あるもの同士で形成された集団としての親密圏）における身近な他者と
の関係構築によりアイデンティティの再定位が行われ、社会への貢献や
次世代への支援を行いたいという能動的な関わり合いの契機が発生して
いると言えよう。すなわち、システムへの信頼の発生メカニズムの根幹
に、自己概念、つまり肯定的アイデンティティの形成が必要であり、そ
の肯定的アイデンティティは親密圏における身近な他者との関わり合い
の中で形成されていると分析することができる。
このように考えた時、システム自体への信頼の発生メカニズムについ

42

前 掲 斉 藤（2003）203頁。 な お、 こ の 齋 藤 の 定 義 付 け は、 ハ ー バ マ ス

（1994:197-248）が描く親密圏の位置付け、すなわち親密圏がブルジョア的小家
族とほとんど重なるものとして捉えられ、その結果、とくに女性にとって親密
圏は抑圧的な空間として作用していると批判された定義付けとは、社会におけ
る親密圏の位置付けを巡って違いがある。
43

齋藤純一（2000）
『公共性』岩波書店、92-94頁。
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て、メカニズムのコアにあるのは親密圏におけるパーソナルな信頼から
出発しており、そこで形成された根源的な他者信頼と自己信頼があって
こそ、システム信頼への発展や公共圏への出発が可能になるのではない
だろうかという本節の仮説は支持されると言えよう。そしてその際に重
要な鍵となるのが、ロールモデルの提示や人生の見通し、そして市民と
しての役割取得を通した肯定的アイデンティティ形成であることが示唆
される。
第四節

架け橋としての実践者の媒介機能

以上の考察から、今日の日本社会で求められていることは、
「システ
ム信頼」を最終到達地点と置きつつも、そこへたどり着くための架け橋
となる仕組みを構築することであると指摘できよう。すなわち、前章ま
でで見てきた「疎外メカニズム」と「包摂メカニズム」をつなぐ架け橋と
してパーソナルな働き掛けが機能すること、つまりシステム信頼を成立
させている前提条件に、
「システムを信頼できると思える状態」の存在
が必要不可欠であることが明らかになった。
とりわけ社会的排除状態にある人々にとっては、システム自体に対す
る拒否反応やあらゆる場面における不信の蓄積が存在しているため、そ
のような状態においてはただ単にシステムを信頼しようと啓蒙しても意
味がないと言えよう。山岸の信頼の解放理論に沿って言うならば、高信
頼状態の重要性を認識しつつも、その高信頼状態を喚起するために重要
となる背景を丁寧に観察する必要があることが指摘できる。大切なのは、
知識を知識として教え込むことだけではなく、また社会一般を信頼せよ
と喚起することだけでもなく、
「システムを信頼できると思える状態」
をいかに確保できるか、ということである。
以上、本章における一連の考察を踏まえると、システム信頼を確保し
システムを作動させるためには、その第一歩として属人的な（パーソナ
ルな）信頼を確保することが重要であるという本稿全体の仮説は肯定さ
れていると捉える事ができる。別の言い方をすれば、疎外メカニズムと
包摂メカニズムをつなぐパーソナルな働き掛けにより、知識情報的側面
と心理的側面の両面におけるアクセス阻害要因の払拭が期待される。本
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稿の射程に引き付けるならば、法教育と社会的包摂、そして信頼との関
連性を相互連関させるものとして、実践者への信頼を通してシステム自
体への信頼を涵養するという「実践者の媒介機能」が社会参加型の実践
を目指す諸実践の新たな側面として期待されると言えよう44。
第五節

システム作動要因としての肯定的アイデンティティ

前節までの考察で導かれた仮説、すなわちシステム信頼を確保しシス
テムを作動させるためには、その第一歩として属人的な（パーソナルな）
信頼を確保することが重要であるとする仮説が支持されている一方で、
「属人的（パーソナルな）信頼」を確保するためには具体的にどのような
要素が必要とされているかについての議論が残されている。本節ではい
くつかの事例を基に考察を進めていく。
はじめに
法や法システムを活用しようと思う場合と思わない場合、両者の間に
はどのような要因が潜んでいるのであろうか。
例えば、「法律問題を抱えている」という状態にあるとき、「法律問題
を解決しよう」と思う場合と思わない場合には、当事者が持つ社会関係
資本、属性、経験などが複合的に影響し合っていることが分かってい
「何も行動をし
る45。また、法律問題を抱えていていると認識しつつも、
ない」という選択をする場合や、そもそも法律問題を法律問題として認
識していない場合についての法使用行動についてもすでに先行研究の蓄
積がある46。
44

便宜上社会参加という文言に焦点を絞り論述しているが、もちろん社会への

参加は強制されてなされるものではない。法をどのようなものとして捉えるの
か、どのように主体的に行動するのかという観点を考え続けることが重要であ
る。
45

紛争処理行動の規定因子についてはすでに蓄積された先行研究がある。例

えば、松村良之・村山眞維編（2010）
『法意識と紛争行動』東京大学出版会。和
田仁孝（2006）
『法社会学』法律文化社、など。
46

民事紛争全国調査のデータに依拠しつつ、一連の法使用行動の展開過程以

前に存在している「当事者の不作為性（inaction）
」に注目し分析をした研究と
して、尾崎一郎（2010）
「問題経験者の不作為性について」松村良之・村山眞維
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これらの先行研究及び知見を踏まえた上で、本節では、人々がシステ
ムにコミットしてもよいと思える場合とそうでない場合との間に存在し
ている、まさにその背景要因にはどのような要因が存在しているのかに
ついて検討していく。
このように考える背景には、法関連情報を提供したり、法使用行動の
ノウハウを啓蒙したりしようとしても、なおそこに包摂され得ない人々
への着目がある。
第三章及び第四章で考察した、法教育実践が内包するジレンマとも共
通しているが、
情報を受信したり啓蒙に参加できたりするということは、
すでにその時点でシステムが前提として想定している舞台に乗ることが
可能となっている状態、すなわちシステムに包摂されている状態（包摂
メカニズムの内部にいる状態）にあることを意味している。法機関や学
校や図書館等が法関連情報を提供し、市民がそれらを適宜受信し、さら
に必要に応じて有意義に活用するという一連の行動は、理想的である一
方で、そこへのコミットメントを暗に要求している。換言すれば、理想
的な流れを有効に機能させるためには、法的情報の提供というだけでは
なく、構造的にも心理的にもさらに多くの障壁を乗り越える必要がある
と言えよう。
しかしながら、システムは均一的な制度構築というシステムならでは
のメリットを追求したために、とりわけ心理的障壁についてはカバーす
る術を持ち合わせていない。さらに、すでに包摂メカニズムの内部にい
る人々にとっては情報の受信や法使用行動への移行がスムーズに行われ
る一方で、システムから排除されている人々にとっては、そもそも必要
な情報が届かないという困難性が生じている。
では、システムを活用しようと思うことと思わないことの間にはどの
ような要因が潜んでいるのだろうか。すなわち「属人的信頼（パーソナ
ルな信頼）」が発生するためにはどのような要素が必要とされているの
であろうか。この課題に応答するために、
以下では、
「市民としての役割」
と「自己肯定感（とくに社会と関わり役立っているという有用感）」に着
編『法意識と紛争行動』東京大学出版会、141-154頁。
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目して、就労へと直接的に結びつける前段階として、社会との緩やかな
関わり合いを通して段階的に経済的自立を後押しする方策をとっている
北海道釧路市の生活保護受給者に対する自立支援施策を分析していく。
（１）
「社会」への「参加」を支えるもの

─「自立支援」の捉え方─に

単なる制度的保障を超えて、自己肯定感や自尊感情の高まりという自
己認識の分野に着目した実践を重ねている事例がある。北海道釧路市に
おける「自立支援プログラム」における取り組みである。そこでは、自
立を単に経済的自立と結びつけて考えるのではなく、社会生活を継続的
に営んでいけるようにするために必要不可欠である「社会への参加意欲」
やそれを生み出す「自尊感情」に着目して生活保護受給者への先駆的支
援を実践している。
以下、その実践の概要と効果を考察していく47。
○北海道釧路市における生活保護受給者に対する自立支援プログラム
①概要
釧 路 市 は 北 海 道 東 部 に 位 置 し、 近 隣 町 村 と の 合 併 を 経 て 人 口 約
187,000人（2010年度）を抱える、北海道東部における中核的都市のひと
つである。
主な産業は漁業と石炭、紙パルプの三つであるとされるが、2002年の
太平洋炭鉱の閉山とに伴う経済の衰退化と、時期を同じくして2008年の
リーマンショックによる世界的不況のあおりが直撃し、もともと停滞し
ていた地域経済の落ち込みが顕著になった。
それに伴い、2000年代はおおよそ0.3 ～ 0.4台で推移してきた釧路市内
の有効求人倍率は、2009年の３月～４月期には0.26という、極めて低い
水準にまで落ち込んだ。市経済の衰退は、生活保護受給世帯の増加にも
直結し、2002年にはそれまでの約２倍にあたる4000世帯を超える世帯が
受給世帯となり、それにより釧路市の生活保護率は33.9‰となった48。

47

以下の記述は、橋場典子（2011）
「社会的包摂と法教育」
『法の教育』法社会学

第75号105-119頁の内容を中心に加筆修正したものである。
48

生活保護率は生活保護の状況を占める指標の１つであり、人口千人当たり

の受給者数を表している。単位は‰（パーミル）
。なお、数値はハローワーク
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その後も生活保護率の上昇は止まらず、
2009年12月には50‰を突破し、
ついに2011年１月には53.2‰を記録した。これは、市民の19人に１人は
被保護者であるという状況を意味している。この数値は、生活保護受給
率の高い北海道の中でも突出して高く、北海道の平均生活保護受給率で
ある25.4‰（2009年度平均）を大きく上回っており、全国平均の13.0‰
（2010年度平均）と比べても飛びぬけて高く、釧路市の危機的状況は数
値の上でも明らかになっている。
生活保護受給率が北海道平均、全国平均と比較して突出して高いこと
のほかに、釧路市が抱えるもう１つの特徴として、生活保護受給世帯全
体に占める「母子世帯」の比率が高いことが挙げられる。全国的にはお
おむね８％であるが、釧路の場合は約２倍の16 ～ 17％に達しており、
生活保護受給世帯の子どもの約８割は母子世帯の子どもであるとされて
「障害者世帯」
でもなく
「傷病者世帯」でもない「その他世帯」
いる49。また、
の割合も9.6％存在しており、
「その他世帯」の主な申請理由は、失業や
低賃金、低収入により生活が成り立たないというものである。一方で、
「高齢者世帯」の割合も38％程度存であり、全国平均の45％程度と比較
すると若干低い状況にある。
釧路市の生活保護受給世帯の特徴をまとめると、
「高齢者世帯」が比
較的少なく、
「母子世帯」の受給が多いこと、それに伴い被受給世帯に
おける子どもの割合も多いこと、また地域経済の停滞を反映した「失業
型」の受給世帯が増加してきたこと等が挙げられる。
②経過
こうした背景の中、釧路市は2004年度から、厚生労働省が打ち出した
生活保護受給者を対象とした自立支援プログラムのモデル事業を実施す
る自治体の一つに選ばれた。先述したように「母子世帯」の受給割合が
比較的多かったことから、まず生活保護受給のうちとりわけ母子世帯自
立支援モデル事業に取り組むことになった。具体的には、釧路市の地元
大学に母子世帯に関する調査を依頼し実態把握に努めたほか、子ども家
釧路発表の値（2009）に依拠している。
49

釧路市福祉部生活福祉事務所編集委員会（2009）
『希望をもって生きる──生

活保護の常識を覆す釧路チャレンジ』筒井書房、13頁。
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庭課の職員や保健師、教育関係者や NPO 法人の関係者等を集めワーキ
ンググループを設置し活動の道筋を模索していった50。
注目すべきは、ワーキンググループが始動した当初、行政側の参加者
と外部委員側の参加者との間で「自立」に対する認識の違いが露見した
生活保護行政の現場感覚が持つ「自立」への認識と、
点である51。つまり、
外部からみた「自立概念」との乖離である。具体的には、生活保護から
の脱却を「経済的自立」に焦点化する傾向のある行政側と、経済的自立
以外の視点も含めた「包括的な支援」が必要だと考える外部委員側とに
存在する両者の認識上のギャップである。
このギャップを突き詰めていくと、行政や社会がときに無自覚に福祉
受給者へ差し向ける視線が受給者自身による制度理解に悪影響を及ぼ
し、制度の十全な活用を阻んでいる例として、本稿の論点と合致する。
こうした「当事者不在の自立論」は、これまで被支援者が抱えてきた
肩身の狭さにも通じるものである。問題なのは、金銭的な支援に付随さ
れているパターナリズムの存在や、施しを受けているという自己認識及
び他者認識の存在である。ケースワーカーとの歴然とした上下関係の固
定化や、被支援者であるという認識に由来する世間への気後れのような
感覚は、当人の社会への参加意欲や、司法へのアクセスをはじめ、各機
能システムへのアクセス試みようとする心理的な作用を徐々に剥奪して
いく可能性を大いに含んでいる。
③パターナリズムの転換52

50

座長は教育委員の後藤哲子氏（当時）
。
「生活保護の処遇の現状・支援策策定・

試みの検証」等をテーマに約一年間、合計８回が開催され議論がなされた。
51

この点について日置（2009）は、
「福祉制度の利用は権利であり（中略）自立

支援とは（中略）人の力をうまく借りて自分のもっている力を発揮し、自分の
意思で自分の人生を歩むことである」とする彼女自身の考え方と、
「生活保護
の世界」におけるそれとのギャップを指摘している（日置真世（2009）
『日置真
世のおいしい地域づくりのためのレシピ50』筒井書房）
。
52

日本において私的領域における自己決定権という考え方が稀薄であり、し

ばしば後見的な助言を歓迎すると同時にそれらの助言をしない場合には行政の
怠慢を糾弾するものとしてパターナリズム（paternalism）の存在を指摘し、私
的領域の範疇にある事柄と自己決定権との関係性について詳細に論じたものと
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「自立」概念をめぐる行政側と外部委員側の意見の相違に始まる一連
の試行錯誤を経て、モデル事業の方向性は、従来の「点検型・指導型」
の観点から、被支援者の「自尊感情の回復」や「エンパワメントの強化」
という観点へと集約されていった。そして、こうした理念を実際に実現
させるにあたり、地域にある既存の NPO 法人を中心に関係者の視点を
取り入れることにより骨格を定めていった。
具体的には、「母子世帯」対象のモデル事業については、「社会貢献的
就業体験事業」として釧路市社会福祉協議会や介護事業所そんぐケアセ
ンター、ヘルパーステーションすこやか等の各介護事業所に「体験事業」
の一環である「高齢者世帯へのご機嫌伺いのボランティア」の取り組み
を引き受けてもらい、
「母子世帯」の人々を対象に外出する契機を作っ
てもらう場の提供を行った。一連のモデル事業は２カ年度にわたり実施
され、この母子世帯対象のモデル事業の経験を踏まえて、釧路市は2006
年度から「生活保護自立支援プログラム」を本格化させた。具体的にそ
の内訳は、「就労支援」
、
「就業体験」
、
「就業体験的ボランティア」、「日
常生活意欲向上支援」
、
「その他」という５つのプログラムに区分されて
おり、現在では経済的自立、社会生活自立、日常生活自立、その他の４
系統25メニューが準備されている53。
とりわけ、
「就業体験的ボランティア」は実際の就労に向かう予備的
段階としての「中間的就労」と位置付けられていることが特徴的であ
「中間的就労」
を位置付け実践する背景には、経済的自立だけをゴー
る54。
ルと位置づけるのではなく、経済的に自立した後も、継続して社会と関
わることのできる状態を目標に置き、それを可能とする素地を培っても
らおうとする意図がある。筆者が参加した生活保護自立支援プログラム
の経過を報告する研究会においても、実際に被支援者としてボランティ
して、山田卓生（1987）
『私事と自己決定』日本評論社。
53

前掲釧路（2009）35頁。

54

具体的には、
「被支援者である」という立場の外にある枠組みでの活躍、例

えば生活保護受給者が中間的就労やボランティアとして自分の得意な料理やけ
ん玉を教えることにより、たちまち彼ら彼女らは「被支援者」から「指導者」
「先
生」という立場の転換に成功する。社会的位置づけの転換を図ることにより、
自己認識及び他者認識に由来する気後れからの脱却が図られている。
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アに参加した方が登場し、生活保護を受給するに至った経緯とボラン
ティア活動を通して「社会に関わっていていいんだ」という実感を得た
という体験が語られていた。この体験談から読み取れることは、中間的
就労への参加を通して、支援をうけている側という限定的な自己概念の
他に、他者の役に立っている自分という新たな側面における自己概念が
形成されることにより、支援されるだけという否定的アイデンティティ
からの脱却が可能になっていると分析することができる。
生活保護を受給している方々の中には、他者とのコミュニケーション
機会から疎外されている場合も存在している。
そうした場合においては、
いきなり就労の場に放り出されることは継続した社会生活を営む上での
鍵概念であり基盤である自己肯定感の醸成がないままに就労の場へ放り
出されることを意味している。釧路市の場合においても、従来の取り組
みでは短期的な就労は可能となっても継続的就労に結びつくことは難し
く、人間関係のこじれ等を契機に結局途中で辞めてしまうことが多いと
いう話を聞いた。こうした背景事情を考慮したとき、中間的就労やボラ
ンティア活動を通じてまず自己肯定感や有用感といった自尊感情の回復
という自己承認がなされ、それに伴い生活全般に対する意欲が培われ、
継続的な雇用につながることを目指す取り組みは、問題の本質を的確に
ついていると言えよう。もちろん、このようないわゆる典型的な成功ス
トーリーばかりが存在しているわけではない。釧路市の場合にもプログ
ラムの途中で参加しなくなった方も一定数存在している。しかしながら、
中間的就労の機会を通してそれまで遮断されがちであった人間関係を再
構築するきっかけをつくったという意味では、社会へ参加しようとする
意欲を培い、当事者のその後の人生にとってプラスになる側面が存在し
ていると分析することは可能である。
（２）システム信頼の土壌としての「自己肯定感」
上記一連の取り組みの中で特に意識されてきたことは、
「支援者」と
「被支援者」という枠組みを意識的に払拭することであるという。とり
わけ重視されてきたのが、
「社会的な居場所作り」の重要性である。
この点に関連して、奥田（2010）は、路上生活者が抱える問題の背景
には、ただ単に家がないという物理的困窮（ハウスレス）や、失業や低
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賃金等に伴う経済的困窮だけでなく、
「第三の困窮＝関係的困窮」が存
在していると指摘している55。
この指摘は、第一章で触れた社会的基盤の欠如と社会参加の意欲の低
下という議論にも共通している。すなわち、
「中間的就労」を通して得
られるのは、
「社会とつながっている」という感覚であり、その感覚こ
そが前向きに生きる希望にもつながっていると言えるのではないだろう
か。具体的に言うならば、ボランティアへの参加を通し自身と似た境遇
にある他人とのコミュニケーションを図ることにより、
「人間関係の溜
め」の形成が期待されるということである。この点に関し、反貧困運動
のリーダーである湯浅誠氏は、
貧困とは「金銭の溜め」
「人間関係の溜め」
「精神的な溜め」
が
「総合的に失われ、
奪われている状態」であると指摘し、
貧困状態に陥る背景には、教育課程、企業福祉、家族福祉、公的福祉、
そして自分自身からの排除がある、と指摘している56。
これらの指摘は、各機能システムへのアクセス拒絶という表面上の現
象は実のところ「自己肯定感の低下」や「自己否定」という心理的側面に
大きく依拠しており、そうした心理的側面が生じる背景には失業や低賃
金による経済システムからの排除や否定、虐待経験や貧困に由来する教
育システムからの排除などの構造的要因による排除状態から引き起こさ
れていると考える本稿の問題意識を、全面的に肯定している57。
釧路市の一連の取り組みから読み取れることは、
「属人的な（パーソ

55

奥田（2010）は、路上生活者支援の経験と再犯をしてしまった高齢者の背景

を探ることを通して、
「社会的居場所」の存在が社会に参加するためには不可
欠な要素であるという主張をしている（奥田知志（2010）
「第三の困窮と犯罪」
『貧
困と犯罪・非行』犯罪社会学研究35号、21-37頁）
。
56

湯浅誠（2008）
『反貧困』岩波新書、80頁。

57

貧困のスティグマが内在化され、他者からの視線によりラべリングされた

アイデンティティが次第に当事者自身が持つ自己イメージと合致している点
について、J. ロールズが言うところの「基本財としの自尊心」や M. ヌスバウム
の「人間の機能的能力の中心」に分類されている「自尊心があって屈辱を受け
ないという社会的基盤があること。ほかの者と同じ価値を持つ、尊厳をもった
存在として扱われること」という主張を分析しながら考察したものに、R.Lister
（2011:172-180）がある。
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ナルな）信頼」が発生する土壌には、自分自身に対する肯定的認識、す
なわち「自己肯定感」が必要不可欠な要素として求められている、とい
う点である。同時にその「属人的な（パーソナルな）信頼」は権威性に由
来する忌避意識の緩和に有効に作用している、という点である。まとめ
ると、
「疎外メカニズムと包摂メカニズムをうめる要素として属人的
（パーソナルな）信頼が位置づけられる」という本稿の仮説は支持される
とともに、「属人的（パーソナルな）信頼は、制度的信頼（システム自体
への信頼）へ移行し、システムへのアクセスを保障する（アクセス阻害
要因を除去する）
役割を果たしている」
という点も導出された。同時に、
「属人的な（パーソナルな）
」信頼」を育む信頼醸成の前提条件として、
「自
己肯定感」に代表される肯定的アイデンティティ形成が重要な基盤とし
て機能しているということが明らかになった。
自分自身や他者及び社会からの承認がなければ人々は自分自身を社会
から遠ざけようとする方向へと向かい、それが結果として「自らの意思」
で教育システムや法システムなどへの参加を拒絶してしまうというリア
リティを法律専門家の立場から指摘しているものとして谷口（2010）が
ある58。谷口（2010）は、法律専門家という立場から法的支援に関わった
人のうち、法的問題のみならず福祉的問題に関しても福祉専門家と連携
して住居の確保や福祉的支援の道筋を作ったにもかかわらず、いつの間
にか姿をくらませてしまう案件にいくつも遭遇する経験を通して、専門
職が行える「支援」の限界点を見いだしている。すなわち、法律専門家
と福祉専門家の連携により住む場所や生活費もある状況にこぎつけ、一
見「包括的に救済できた」と捉えていた当事者が、関係者の努力により
ようやく見つけてきた仕事を無断で放棄したり、連絡もなしに夜逃げし
たりする状況の背景には、当事者自身による「社会との関わり合いを希
望するという意欲」が絶対的に不足しているのではないかと指摘してい
る。人との関わりを長期間遮断してきた場合には、自分自身や他者から
の承認を受ける機会が非常に乏しく、そのような状況が継続されると次
58

谷口太規（2010）
「公益弁護士論─法と社会のフィールドワーク 第４回つな

がる会」法学セミナー 670号、58-61頁。
［163］

北法66（4・154）1088

社会的排除と法システム（３）

第に「自己疎外」が発生し、自己評価が低くなり、他者と関わる意欲す
ら奪われるという負のスパイラルが存在している。このようなリアリ
ティを前にすると、システムの存在とそこへのアクセスには大きな断絶
があることが分かる。とりわけシステムへの参加による支援を誰よりも
必要としていると思われる人々にとって、その断絶は致命的なものとし
て存在していると言えよう。
上述した釧路市の実践は、行政の窓口ではない第三の場所での関わり
合いをしているという点において、それまでの場に由来する「支援者」
と「被支援者」という枠組みを超え、
「対等な存在」として認め合える機
会を得るということに成功していた。
外部の視線による自己規定、それに伴う自己規定の内面化という、外
在的要因と内在的要因の両面における自己肯定感の低下は、表面的には
分かりにくいものの、システムへのアクセス阻害要因の重要な点として
確かに存在している。表出しにくいこうした心理的側面、すなわち孤立
感や自己疎外という感覚は、自分を対等に認めてくれる場面を得ること
によってはじめて自己承認を得ることができ、社会参加に必要不可欠な
要素である「精神的な溜め」の確保も期待されると思われる。
このような、「パターナリズムの転換」がもたらす効果により、社会
的な居場所の確保と自己存在の再認識、また相互承認の貴重な場として
の機能が期待される。これらの効果が、ひいては自尊感情や自己肯定感
へとつながっていくことは明らかである。
釧路市の取り組みからは、システム作動の要因として重要である属人
的（パーソナルな）信頼の発生は、まず自己に対する肯定的感覚、すな
わち自己肯定感の存在を必要とすることが明らかになった。言い換える
と、自己肯定感の有無によりシステム作動要因である他者への信頼は左
右され、システム信頼の可否も左右されている構造となっている。最初
の出発点である自己肯定感の涵養を促進することでしか、システムを作
動させることは不可能であることが示された。
（３）社会的包摂において法が果たし得る役割
以上、釧路市の生活保護自立支援プログラムの概要を見てきた。
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整理すると、釧路市では生活保護受給者の「自立」を、
「経済的自立」
のみならず「社会生活自立」
、
「日常生活自立」の視点を強く意識してい
る点、具体的には、
「中間的就労」を通して第三の場所で社会と関わる
機会を得ることにより対等な立場で他者と関わる場を確保し、それによ
り自尊意識を回復させる効果を目指している点が大きな特徴として挙げ
られる。
日置（2009）によれば、こうした福祉現場における「支援者」と「被支
援者」との関係性の固定化から脱却し、
「双方向の」関係性を構築する福
祉の考え方に「循環型地域福祉」があるとされているが59、釧路の一連の
取り組みもこの「循環型地域福祉」の実現に成功していると捉えること
ができよう。
これらの取り組みを本稿の問題意識にひきつけたとき、とりわけ社会
的包摂において法が果たし得る役割について得られる示唆は２点ある。
１つは、
「保護受給＝社会の温情への寄生＝恥ずべき行為」という、
社会も受給者本人も受け入れてしまっていると思われる認識枠組みから
の脱却である60。もちろん、税金を財源におく生活保護費を受給するこ
とは社会保障制度に支えられていることは間違いない。しかしながら、
生活保護を受給することに伴う世間の目やスティグマの存在は、結果と
してさらにひどい状況を招いている。DV やうつ、虐待経験などを何重

59

前掲日置（2009）255-257頁。

60

当事者自身の認識枠組みが発生する背景として J. ヤングは、近代から後期

近代への移行を「包摂型社会から排除型社会への移行」として捉え、
「同化と結
合を基調とする社会」から「分離と排除を基調とする社会」への移行であると
分析している（ヤング2007:30）
。そしてポストフォーディズムへ移行したこと
に伴い、
「定型的な出世コース」とそれを支える「性別役割分業」という労働社
会と家族の領域が表裏一体であった秩序が崩壊し、これまで潜在的に存在し
ていた構造的不平等状態への不満が噴出したことにより「人間の排除が飛躍的
に進行した」と評し、
「相対的な剥奪感」
（
「上向きの視線」及び「下向きの視線」
を内包する）があらゆる階層にわたって蔓延していると分析している（ヤング
2007:33-35）
。
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にも抱えながらも、それでもなお生活保護受給を拒み続け、ありとあら
ゆる手段を用いてかろうじて生活を保っている家庭には母子世帯も多
い61。そして母親たちが生活保護や子ども手当等を利用しないのは、子
どものためだという「逆説的状況」が生じている。つまり、「生活保護を
もらっている家の子」
「ビンボーな子」として子どもが見られることを恐
れ、それらスティグマからの回避と福祉制度を活用することを天秤にか
け、前者を「自ら」
「選んで」いるのである。
こうした状況の背景には、システムを活用することに対する「心理的
ハードル」の存在がある。そしてそれは、社会全体の対象者への認識と
も相互関係にある。すなわち、
「支援を受ける側」と「支援を施す側」の
間には歴然とした上下関係が存在しており、それを社会認識も後押し、
憐れみや非難の眼を向けるという一連の意味づけである。そこには、制
度自体に関する無理解や無関心、あるいは偏見が存在している。
こうした、認識枠組みに由来するシステム活用への躊躇という構造を
転換し得るものとして、狭義の社会保障に限らず、人権や社会正義とい
う「法」の根幹を伝える役割を果たすものとして３章および４章でみて
きた〈法教育〉を捉えるとき、その取り組みは認識枠組みに由来するシ
ステム活用への躊躇を緩和することに寄与し得るのではないだろうか。
さらに言えば、
〈法教育〉とはすなわち、法の制度的側面を情報として
教示していればよいのではなく、社会における「法」の役割についても
伝える必要を負っているものであるように思われる62。

61

自身の子どもが貧乏な子として見られることを拒み、自らは過酷な肉体労

働に従事さざるを得ない母親たちの実態を描いたものとして、鈴木大介（2010）
『出会い系のシングルマザーたち─欲望と貧困のはざまで』
朝日新聞出版。また、
文脈は異なるが、自らの窮状を他者にアピールすることができず周囲もそれに
気付かなかった（気付いていても結果として何もできなかった）ことが子ども
を餓死させる結末を招いた経緯を詳細に描き出したものとして、杉山香（2013）
『ルポ虐待─大阪二児置き去り死事件』ちくま新書。
62

関連して、行政窓口等により理不尽な差別的取り扱いや不当な権力行使に

曝された当事者たちが法へのニヒリズムや法への不信を募らせ、それが次第
に法の支配への支持すら失わせる点と、権力側（行政窓口等）が制約手段と制
約主体を欠如させている点の二点を指して、
「二重の意味での立憲主義の危機」
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「支援者」
と
「被支援者」
という認識枠組みを是正する「循環型地域福祉」
の実現に成功しつつある釧路市の取り組みは、司法や福祉の拒絶をもた
らし、結果的に「排除」を再生産するような思い込みを解除し、
「排除者」
から見た司法や福祉に対する意味づけの転換を図り得るという点で、間
接的に〈法教育〉の新たな可能性を提示していると捉えることができよ
う63。
「法」がいかなる社会的包摂機能を持ち得るかという点につき、とり
わけ〈法教育〉が持ち得る社会的包摂機能に注目するならば、法システ
ム全般に関する知識の伝達を超え、例えばシステム自体をどう位置付け
て語るか等、法システムの基礎にある価値や原則を教えることが、ひい
ては排除する側・される側双方の既存の認識枠組みを解体する上で必要
であると捉えることができよう。社会的包摂を向上させる機能を〈法教
育〉が持ち得る可能性の１つがここに示唆される。
２つ目は、内的視点における権利の認識からの示唆である。
司法へのアクセス拒絶や社会からの排除を克服するものとして、他人
や世間といった外的視点からの承認とともに、自己肯定感や自己評価と
いう内的視点に由来する承認の必要性が事例から読み取れる。つまり、
司法へのアクセスを担保し拒絶を克服し得る１つの契機に自己承認が存
在すると捉えるならば、
「法」の適用や司法の活用は自己承認のプロセ
スに位置付けられると捉えることが可能である。
〈法教育〉が、法シス

が進行していると指摘するものに、笹沼弘志（2009）
「犯罪と「社会の保護」─
社会的排除と立憲主義の危機を超えて─」日本犯罪社会学会編『犯罪からの社
会復帰とソーシャル・インクルージョン』現代人文社、135-151頁。
63

例えば、社会福祉制度を活用することはお上から一方的に享受されるもの

ではなく権利であるということを憲法の枠組みから論じることも有意義であろ
う。なお、世の中の様々な不平等を自ら考え発見し、それらを比較し不平等の
原因や解決策を考えさせることを試みた実践として、
「平等」をテーマに法教
育の公開授業を行った事例（札幌弁護士会2009）は、法制度を単に知識として
のみ教えるのではなく、法制度の根幹にある価値や原則への考察を意識的に促
す取り組みであると言えよう。札幌弁護士会
（2009）
「第五回ジュニアロースクー
ル札幌報告書」8-22頁。
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テムの基礎にある価値や原則を考察するものとして展開されるとき、既
存の認識枠組みに由来する意味づけの転換と同時に、自らが権利を持っ
た主体だという気付きに代表される自己認識の一過程だと捉えることが
できよう。
上記のいずれの点においても共通する視点は、
「法」が保持する普遍
的価値の存在である。社会的包摂においてなぜ〈法教育〉の可能性が位
置付けられるのか。それは、認識枠組みに由来する認識の解体、自己承
認と法適用との関連の他に、
「法」が社会的機能を根拠づけているとい
う事実が存在するからである。
社会的包摂を担保するには最終的な根拠となる規範が必要であり、そ
れは「法」によって与えられる。人間関係の溜め、金銭面での溜め、精
神面での溜めを担保し、自己・他者・社会というあらゆる場面において
の承認を獲得し居場所を構築し得るセーフティー・ネットワークや、社
会資源との連携を構築したとして、そうした包摂の空間に確固たる地盤
を根拠づけるものが「法」である。
「法」の「教育」が社会的包摂と関連
する根拠はここに存在していると言えよう64。
第六節

システムへのコミットメント基盤としての「信頼」
「自己肯定感」
─心理的側面におけるアクセス阻害要因を緩和するために─

以上、本章では、社会参加・不参加を決定付ける背景にはどのような
要因が潜んでいるのかについて分析を行ってきた。具体的には、
「法シ
ステムや教育システムなどの分化した複数の機能システムへコミットす
るために必要不可欠な要素とされるのは、システム自体への信頼が確保
されていることである」
という検討課題と、
この検討課題に基づく仮説、
すなわち「疎外メカニズムと包摂メカニズムをうめる要素として属人的
（パーソナルな）
信頼が位置づけられるのではないか」という仮説を立て、
N. ルーマン、A. ギデンズ、山岸俊男の信頼概念を基に検討してきた（検
64

法教育の射程に市民性の向上を含めるならば、
「最も広い意味での包摂とは

市民権の尊重を意味する」
（Giddens1999:173）という指摘は社会的包摂と〈法教
育〉との関連を示唆するものとして興味深い。
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討１）
。その上で、
上記仮説を成立させている条件、すなわちそもそも「属
人的（パーソナルな）信頼」はどのように発生しているのかという発生
メカニズムの探究を行い、
「属人的（パーソナルな）信頼」を涵養するた
めの「自己肯定感」の働きに着目して検討を行ってきた（検討２）。
検討１及び検討２を踏まえた上で「法システムや教育システムなどの
分化した複数の機能システムへコミットするために必要不可欠な要素と
されるのは、システム自体への信頼が確保されていることである」とい
う検討課題についての仮説を導出すると、第一に、「属人的信頼（パー
ソナルな信頼）が制度的信頼（システム自体への信頼）へ移行し、シス
テムへのアクセスを保障する（アクセス阻害要因を除去する）のではな
いか」という点、第二に「権威性に由来する法への忌避意識の存在を属
人的信頼（パーソナルな信頼）は緩和する機能を有しているのではない
か」という点、そして第一の点と第二の点が成立するための前提条件で
ある「属人的（パーソナルな）信頼」を獲得するために必要な要素は、
「自
分自身に対する肯定的アイデンティティの形成である」という第三の点
が導出された。
これまでに見てきたような法存在と実際の活用との間に存在している
ギャップについてのリアリティを観察したとき、システム作動の第一段
階においてアクセス阻害要因が高く存在している場合には、まずシステ
ム作動の最初の段階におけるアクセス阻害要因の除去を促す方策が必要
不可欠となってくることが明らかになった。このような、認識枠組みに
由来するシステム活用への躊躇という構造を転換するための１つの方策
としてひとまず有効性を発揮し得るのは、当事者に第一線で接する行政
職員や専門職達が言下に発する態度や視線を見直す必要がある点である。
つぎに必要となる点が、
「属人的信頼（パーソナルな信頼）
」を育む土
壌となる「自己肯定感」の涵養である。
まとめると、「属人的（パーソナルな）信頼」を獲得するためには、自
分自身に対する肯定的認識、すなわち自己肯定感が必要不可欠な要素と
して求められている点が明らかになった。同時に、各機能システムへの
アクセス拒絶という表面上の現象は実のところ「自己肯定感の低下」や
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「自己否定」という心理的側面に大きく依拠しており、そうした心理的
側面が生じる背景には、失業や低賃金による経済システムからの排除、
虐待経験や貧困に由来する教育システムからの排除などの構造的要因に
よる排除状態から引き起こされている点が示され、
「属人的信頼（パー
ソナルな信頼）
」は権威性に由来する忌避意識の緩和に有効に作用して
いるという点が明らかになった。
一連の考察により、システムへアクセスする際には自己や他者および
社会への「信頼の醸成」が必要不可欠となっており、とりわけ心理的障
壁がアクセス阻害要因となっている状況
（疎外メカニズム）においては、
身近な空間にいる他者への属人的信頼が必要不可欠であり、
「属人的
（パーソナルな）信頼」を醸成するためには自分自身に対する肯定的アイ
デンティティの形成（自己肯定感の獲得）が必要不可欠である点が明ら
かになった。まず出発点に自己肯定感があり、つぎに身近な他者に対す
る信頼が醸成され、その結果としてシステムへの信頼が形成されるとい
う、システム信頼の発生メカニズムの指摘を行った。
以上、本章前半部分で検討した「信頼」研究を巡る理論的検討と、後
半部分で検討した「自己肯定感」に着目した実証的検討を踏まえた上で
導出された論点をまとめると、以下の通りとなる。
すなわち、社会的包摂と信頼との関連について、①属人的信頼（パー
ソナルな信頼）が制度的信頼（システム自体への信頼）へ移行し、シス
テムへのアクセスを保障する（アクセス阻害要因を除去する）のではな
いか、②権威性に由来する法への忌避意識の存在を属人的信頼（パーソ
ナルな信頼）は緩和する機能を有しているのではないか、さらには、①
および②の前提条件として存在している点、すなわち、③上記二点の仮
説が成立する前提条件として、
つまり「属人的信頼（パーソナルな信頼）」
を獲得するためにはその前提として自己に対する信頼（自己肯定感）の
存在が必要不可欠な要素として存在しているのではないか、という３点
の仮説の導出を行った。
次章では、具体的事例の分析を通して上記仮説の検証を行っていく。
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（以上、66巻４号）

［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「社会的排除と法
システム─システム作動要因としての属人性─」
（2014年３月25日学位
授与）
に加筆・修正したものである。執筆にあたって、日本学術振興会「特
別研究員奨励費（2011 ～ 2012年度）
」
（課題番号 :11J56023）およびクラー
ク記念財団研究助成（2013年度）の交付を受けた。また、加筆・修正に
あたって、北海道大学総長室事業推進経費「若手自立支援（A）
」
（2014
年度）および文科省科学研究費補助金「若手研究（B）
（2015 ～ 2017年度）」
（課題番号 :15K16909）の交付を受けている。
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東アフリカ共同体（EAC）における
私法統一に関する覚書

一

曽

野

裕

夫

小

塚

荘一郎

はじめに

アフリカにおける地域的な私法統一を担う組織として、わが国で比較的知ら
れているのは西アフリカないし中部アフリカの「アフリカ商事法調和化機構」
（Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;
OHADA）であろう。しかし、東アフリカにおいても私法統一活動を展開して
いる組織がある。「東アフリカ共同体」
（East African Community; EAC）がそ
れである。
筆者らは、これまで「国際的な私法統一」と「地域的な私法統一」の相互作用
ないし緊張関係をさぐるための準備作業として、アフリカにおける地域的な法
統一の動向に注目し、アフリカの地域統合アジェンダのなかに OHADA を位
置づけつつ、その活動について研究を公表してきた1。本稿の目的は、EAC の
私法統一活動について紹介することによって、アフリカにおける地域的な私法
統一の現状の一端を明らかにするとともに、EAC の私法統一活動が、私法制
度及びその統一にいかなる価値を見出して行われているのか、また、私法統一
の成否にいかなる力学が作用しているのかを示して、前稿を補完し、前稿で示

1

小塚・曽野（2015a）
；小塚・曽野（2015b）
。また、小塚（2004）も参照。論

述の都合上、本稿にはこれらの前稿と若干の重複があることをあらかじめお断
りしておきたい。
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した結論を補強することにある。
東アフリカにおける EAC についての本稿が、西アフリカないし中部アフリ
カの OHADA についての前稿を補完することになると考えるのは、両者が比
較法的にみて興味深い対称をなしているからである。すなわち、OHADA の
構成国の中心は旧仏領植民地が独立したフランス法圏の国であるのに対して、
EAC は、旧英領植民地が独立したコモンロー国──設立当初はケニア、タン
ザニア、ウガンダの３ヵ国──を中心として発足した組織なのである2。そして、
そのことが EAC と OHADA における、国際的な私法ルール又は外国法を摂
取するかたちでの私法統一の成否に影響を及ぼしているように思われるのであ
る。
なお、西アフリカにも、シエラ・レオネ、ガンビア、ナイジェリア、ガーナ
などのコモンロー国があるが、地理的に隣接していないこともあってか、これ
らの国の連携による法統一に向けた動きはみられない。また、これらの国は地
理的にフランス法圏を中心とした OHADA 加盟国（と海）に囲まれているが、
現在のところ、OHADA にも参加をしていない。西アフリカのコモンロー国
のおかれているこの状況について本稿では検討する準備がないが、何が（地域
的な）私法統一の実現のための条件を示唆されているようにも思われる。
以下では、EAC の目的と組織（二）、EAC における法統一の方法と現状（三）
、
そして、EAC にあとから加わった非コモンロー国における「コモンローへの
転換」について紹介したうえで（四）、OHADA と対比しつつ、地域的私法統
一における「アフリカ的現実」についてまとめることとしたい（五）
。

二
１

私法統一組織としての東アフリカ共同体（EAC）
EAC の経緯と目的

（１）アフリカの地域統合組織のなかにおける EAC の位置づけ
アフリカには、多数の地域統合組織が存在し、構成国が重複することも珍し
くないが、これらのなかにはアフリカ連合（AU）への統合アジェンダにおける、
2

ただし、コモンロー圏の国でも、OHADA への加盟に関心を示す国が現れて

いるとも言われる。Fondufe and Mansuri (2013), p.172.
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段階的な経済統合を行うための組織として位置づけられるものと、それ以外の
ものが存在する3。EAC は前者の組織である4。
AU の統合アジェンダとは、1980年の「ラゴス行動計画」において、AU の
前身であるアフリカ統一機構（OAU）によって欧州をモデルとした経済統合が
提案されたことに端を発する構想である。これを具体化した1991年のアフリカ
経済共同体設立条約（アブジャ条約）では、アフリカ大陸全体をいくつかのブ
ロックに分けた上で段階的に経済統合を進めることとされた5。EAC は東アフ
リカのブロックにおける地域統合組織として、1999年にケニア、タンザニア、
ウガンダを構成国として設立されたものである。
なお、その他のブロックごとの地域経済共同体として位置づけられた組織は、
アラブ・マグレブ連合（UMA）6、サヘル・サハラ諸国国家共同体（CEN-SAD）7、
西 ア フ リ カ 諸 国 経 済 共 同 体（ECOWAS）8、 中 部 ア フ リ カ 諸 国 経 済 共 同 体
9
（ECCAS）
、政府間開発機構（IGAD）10、東・南アフリカ市場共同体
（COMESA）11、

3

Salami (2012), p.6．概観として藤本（2003）
。

4

概観として徳織（2013）
，pp.259-265。

5

正木（2003）
；片岡（2013）
；徳織（2013）
。

6

1989年設立。構成国は、アルジェリア、リビア、モーリタニア、モロッコ、チュ

ニジア。
7

1998年設立。構成国は、ベナン、ブルキナ・ファソ、中央アフリカ共和国、チャ

ド、コモロ、コートジボワール、ジブチ、エジプト、エリトリア、ガンビア、
ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、リベリア、リビア、マリ、モロッコ、
ニジェール、ナイジェリア、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラ・レオネ、
ソマリア、スーダン、トーゴ、チュニジア。
8

1975年設立。構成国は、ベナン、ブルキナ・ファソ、カーボベルデ、コート

ジボワール、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、リベリア、マリ、ニジェー
ル、ナイジェリア、セネガル、シエラ・レオネ、トーゴ。
9

1983年設立。構成国は、
アンゴラ、
ブルンジ、
カメルーン、
中央アフリカ共和国、

チャド、コンゴ、コンゴ民主共和国、ガボン、赤道ギニア、サントメ・プリンシペ。
10

1996年設立。構成国は、ジブチ、エリトリア、エチオピア、ケニア、ソマリア、

スーダン、南スーダン、ウガンダ。
11

1994年設立。構成国は、ブルンジ、コモロ、コンゴ民主共和国、ジブチ、エ

ジプト、エリトリア、エチオピア、ケニア、リビア、マダガスカル、マラウイ、
モーリシャス、ルワンダ、セーシェル、スーダン、スワジランド、ウガンダ、
ザンビア、ジンバブエ。
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および南部アフリカ開発共同体（SADC）12がある。
アフリカ経済共同体設立条約が締結された頃から、一部の論者は、域内貿易
を促進するためには取引法の統一が必要になると主張してきた13。しかし、実
際には、前記の地域経済共同体のなかで、私法統一を政策課題として掲げたの
は、すぐ後にみるように、唯一、EAC のみである（後述（３）参照）
。
なお、EAC は、COMESA 及び SADC との間で、2015年６月に COMESAEAC-SADC 三者間自由貿易地域設立協定（Agreement Establishing a Tripartite
Free Trade Area among COMESA, EAC and SADC）を締結している14。これ
は、北アフリカから東アフリカを経て南アフリカに至る26 ヵ国による巨大な
自由貿易地域を創設するものであるが、発効には COMESA, EAC, SADC の構
成国の3/4に当たる14 ヵ国の批准が必要とされている（TFTA 設立協定39条３
項）
。これは全アフリカ規模の AU の実現に向けた動きとして今後の展開が注
目される。なお、これらの３つの地域経済共同体の構成国は重複しており、
EAC の構成国のうち、ブルンジ、ケニア、ルワンダ、ウガンダの４ヵ国は
COMESA に、また、タンザニアは SADC にも属している。
もっとも、この COMESA-EAC-SADC 三者間協定において、私法統一はア
ジェンダに含まれていないようである。
（２）EAC の経緯15
現在の EAC には、その前身となる地域統合組織がある。すなわち、1961年
に設立された東アフリカ共同サービス機関（East Africa Common Services
Organization; EACSO）と、1967年に EACSO を改組して発足した旧 EAC で
ある。しかし、加盟国間の戦争などもあり、旧 EAC は1977年以降、事実上機
能停止に陥っていた。現在の EAC は、改めて1999年にケニア、タンザニア、
ウガンダの３国が EAC 設立条約を締結して、2001年に発足した地域経済共同
12

1980年設立。構成国は、アンゴラ、ボツワナ、コンゴ民主共和国、レソト、

マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、セーシェル、
南アフリカ、スワジランド、タンザニア、ザンビア、ジンバブエ。
13

典型的なものとして、Ndulo（1993）
；Bamodu（1994）
。少なくとも準拠法ルー

ルの統一が必要になると説くのは、Oppong（2006）
。最近でも、Oppong (2011),
pp. 106-111; Fombad (2013), pp. 54-56。Eiselen (2015) も参照。
14

その準備にいたる経緯については、徳織（2013）
，pp. 265-268。

15

平野（2002）
，pp. 119-120。
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体である（本部はタンザニアのアルーシャにある）。2007年には、これら３国
の西側に隣接するルワンダとブルンジが加入して、EAC の加盟国は５カ国と
なっている。なお、南スーダンとソマリアが加盟申請中である（スーダンも加
盟申請を行なったが2011年に否決されている）16。
（３）EAC の目的──手段としての私法統一──
EAC の目的は、「加盟国の相互の利益のために、政治・経済・社会・文化の
0

0

0

0

0

分野、研究・技術、防衛、安全保障並びに法律・司法に関する事項について、
加盟国間の協力を拡大し、深化する政策及びプログラムを展開すること」
（傍
点引用者）とされる（EAC 設立条約５条１項）。具体的には関税同盟、
共通市場、
通貨統合、そして最終的には政治連邦となることがめざされている（同５条２
項）
。
法律・司法面では、関税同盟・共通市場・通貨統合・政治連邦を支える共同
体立法を行うだけでなく、私法分野も含めて「共同体に関連する国内法をハー
モナイズすること」
（EAC 設 立 条 約126条 ２ 項 ｂ 号 ）や「 国 内 法 の 近 似 化
（approximation）」
（共通市場議定書47条）が政策課題として明示的に掲げられ
ている点が特徴的である（共通市場議定書については、後述３（１）
（ア）
）
。
このような政策課題が掲げられているのは、構成国間の国内法の相違が域内
貿易の障害になるという前述の考え方にもとづくものとも言える。しかし、よ
り直接的には、EAC 域内の私法制度を整備することによって、海外から投資
を呼び込むことを狙いとするものである17。これは、法制度の整備を通じて経
済発展を促すという、いわゆるワシントン・コンセンサスに基づく動きと位置
づ け る こ と が で き よ う。 実 際、EAC の 文 書 等 で は、 世 界 銀 行 の Doing
Business におけるランキングが頻繁に言及されている18。ちなみに、Doing
Business の2015年版では、ルワンダは189カ国中46位に位置づけており、いく
つかの OECD 諸国よりも上位に位置している。もっとも、
タンザニアが131位、

16

East African Community, About EAC, Admission to the EAC, http://www.

eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=769&Itemid=208
(accessed August 9, 2015).
17

Agaba (2011), p.506.

18

例えば、World Bank & East African Community Secretariat (2014)。世界銀

行の Doing Business ランキングについて、簡単には小塚（2014）参照。
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ケニアが136位、ウガンダが150位、ブルンジが152位である（日本は29位）19。
２

EAC の組織

（１）概観
上記の目的を達成するために、EAC の機関として、元首会議（Summit of
Heads of State）、閣僚会議（Council of Ministers）、調整委員会（Co-ordination
Committees）、分野別閣僚会議（Sectoral Councils）、立法機関である東アフリ
カ立法議会（East African Legislative Assembly; EALA）
、司法機関である東
アフリカ司法裁判所（East African Court of Justice; EACJ）
、そして事務局が
設けられている（EAC 設立条約９条）。
私法統一活動の観点から重要なのは、次の３つの機関である。なお、後述す
るとおり、EAC は加盟国の法曹養成制度の調和もめざしているが、OHADA
の ERSUMA のような司法研修機関20は存在しないようである。
（２）分野別閣僚会議（Sectoral Councils）
第一に、分野別閣僚会議は、閣僚会議（Council of Ministers）のメンバーによっ
て構成され、その意思決定は閣僚会議の意思決定として扱われる（EAC 設立
条約14条３項ｉ号）。私法統一に関わりが深い分野別閣僚会議としては、
「法律・
司法に関する分野別閣僚会議」
（Sectoral Council on Legal and Judicial Affairs）
がある。
分野別閣僚会議は、加盟国への「指令（directive）」を発することもできる
（EAC 設立条約14条３項ｄ号、16条）。
（３）東アフリカ立法議会（EALA）
第二に、東アフリカ立法議会（EALA）は、共同体法の立法を行うほか、各
加盟国の立法の調整や EAC 設立条約の実施に関する勧告等を行う（EAC 設立
条約49条）
。EAC の共同体立法は、OHADA における統一法と同様に、当然
に加盟国を拘束し、国内立法に優越する（同８条４項）21。ただし、EALA の立

19

World Bank (2014).

20

小塚・曽野（2015a）
。

21

共同体立法の優位を設立条約で明示する地域統合組織は、アフリカでは

EAC だけである（Oppong (2011), p.95）
。EAC 設立条約８条４項は、旧 EAC
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法が加盟国を拘束するとしても、加盟国の憲法体制によって、国内実施法が必
要となることはある。また、共同体立法は、それが同時に全ての加盟国で適用
されるわけではなく、
「可変翼（variable geometry）の原則」
（同７条１項ｅ号、
１条）によって、加盟国が異なる進度で漸進的な実施を行うことが柔軟に認め
られている22。
EALA の議員は、各加盟国の議会が９名ずつを選挙により選出する他（ただ
し、各国議会の議員には EALA の議員となる資格はない）
、役職指定で各国の
地域統合担当大臣、EAC 事務局長、EAC 法律顧問からなる（同48条、50条）
。
議員の任期は５年で、５年間の再任が認められる（同51条）。現在、EALA の
メンバーは52名である（そのうち20名が女性であって、この地域における女性
の社会進出を示している）23。
（４）東アフリカ司法裁判所（EACJ）
第三に、東アフリカ司法裁判所（EACJ）は、① EAC 設立条約の解釈適用に
0

0

ついて事物管轄を有し（EAC 設立条約27条１項24）
、加盟国・事務局長・私人
が審理を付託することができる（同28条～ 30条）。また、EACJ は②共同体と
職員との紛争（同31条）の管轄を有する他、③紛争当事者（私人を含む）が
EACJ への仲裁付託に合意したときには、OHADA の CCJA と同様に、仲裁
裁判所としての管轄権を有している（同32条）25。EACJ の裁判官は定数の上限
が15名で、加盟国の裁判官等の中から加盟国の推薦により元首会議により任命
における各国の国内裁判所が、国内法を EAC 立法に優先させてきた経験から
規定されたものである。
22

Thorp (2012), p. 525.「可変翼（variable geometry）の原則」については、

Gathii (2011), pp. 34 et seq. 参照。
23

East African Legislative Assembly, Composition of the Assembly, http://

www.eala.org/the-assembly/composition.html (accessed August 9, 2015).
24

EAC 設立条約27条２項は、人権侵害を含むその他の事項について加盟国が

EACJ に管轄権を与えることができると規定するが、これまでのところそのよ
うな決定はなされていない。それにもかかわらず、EACJ は、人権に関わる問
題であっても、同条１項の枠内で、積極的に管轄を引き受ける傾向があること
につき、Oppong (2011), p.125; Gathii (2010), pp.257-263; Salami (2012) pp. 51-52。
25

Oppong (2011), pp.124-128. もっとも、EACJ による仲裁は、実際には活用さ

れていないとされる。Oppong (2011), p.234; Ruhansiga (2011), p.9; Agaba (2011),
p.512.
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される（同24条１項）。このうち最大10名が第一審部に所属し、最大５名が上
訴部に帰属することとなっているが（同24条２項）、現在は、第一審部と上訴
部にそれぞれ５名ずつ、合計10名の裁判官が所属している26。
３

EAC による法統一

（１）EAC の共同体立法
（ア）議定書とその実施27
現 時 点 で、EAC は、「 関 税 同 盟 議 定 書（Protocol on the Establishment of
the East African Customs Union）」に基づいて2005年から段階的に実施してい
た 関 税 同 盟 を2010年 に 完 成 し、 ま た、「 共 通 市 場 議 定 書（Protocol on the
Establishment of the East African Common Market）
」に基づく共通市場（物・
人・労働・サービス・資本の自由な移動、事業設立・居住の権利）が2010年か
ら段階的に実施されている。他方、2012年に実施予定であった通貨統合は実施
が遅れている。
関税同盟、共通市場に関する共同体立法としては、これまで EAC 関税管理
法（2004年・2009年改正・2011年改正）、EAC 競争法（2006年・2010年改正）
、
EAC 標準・品質保証・度量衡・検査法（2006年）などが制定され、加盟国にお
いて実施されている28。
（イ）私法分野のハーモナイゼーション
ま た、EAC 事 務 局 は、 外 部 の ド ナ ー 組 織 で あ る Investment Climate
Facility for Africa（ICF）の協力を得て、EAC 共通市場、通貨同盟、及び域内
における投資環境を整えるために、優先的にハーモナイゼーションが求められ
る私法（商事法）分野を９つ選定している29。すなわち、
（1）銀行取引法
（2）ビジネス取引法（倒産法、会社法、資本市場、事業譲渡等）

26

The East African Court of Justice, Composition, http://eacj.org/?page_id=24

(accessed August 9, 2015).
27

徳織（2013）
。

28

その一覧として、East African Legislative Assembly (2013), pp.77-79。

29

Agaba (2011), pp. 509-511.
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（3）金融法・財政法
（4）保険法・再保険法
（5）投資（海外からの投資、投資紛争、著作権、特許、商標等）
（6）政府調達及び払下げ
（7）通貨法（為替レート、利率等）
（8）標準・品質保証・度量衡
（9）取引法（契約、慣習、渉外取引、輸出入取引、物品売買等）
である。EAC 事務局では、2010年までにこれらの９分野について審査を終え
ており、それをうけて、現在は、
「法律・司法に関する分野別閣僚会議」
（Sectoral
Council on Legal and Judicial Affairs）において、
①知的財産法
②契約法
③官民パートナーシップ
④判決の承認
⑤商業登記法
⑥執行法・債権回収法
について、共同体立法の草案作成が行われている模様である30。
これらの草案が完成すれば、東アフリカ立法議会で審議が行われることにな
るが、例えば契約法についての共同体立法が、OHADA におけるように、
CISG やユニドロワ国際商事契約原則から影響を受けたものとなるのかは、今
後を待たなければならない。
（２）国内法の近似化（approximation）
（ア）私法分野の国内立法
法統一との関係で EAC 加盟国に求められているのは、共同体立法を実施す
ることばかりではない。法律・司法分野の協力という EAC の目的（EAC 設立
条約５条）を達成するため、加盟国は、法曹養成制度の調和、加盟国の裁判所
における判決の標準化も行うこととされ（同126条１項）
、さらに、共同体に関
するすべての国内法を調和するための必要な措置をとることが求められている
（同126条２項ｂ号）。共通市場議定書ではこれを「法の近似化」
と称している
（同
47条１項も参照；もっとも、文献等においては、設立条約にいう「調和化」
30

Agaba (2011), p.511; Thorp (2012), p.518.
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（harmonization）と「近似化（approximation）」を互換的に用い、共同体立法の
国内法化も含めて「近似化」とされることが多い）。
これをうけて2009年の EAC 元首会議では、加盟各国に対して、共同体市場
議定書を国内的に実施することともに、各国国内法が議定書と整合性を維持し
たものとなるように必要な改正を行なうことを指示した31。
そこで、EAC の「法律・司法に関する分野別閣僚会議」
（Sectoral Council
on Legal and Judicial Affairs）の下に各国の法改正委員会の議長から構成され
る「EAC の 文 脈 に お け る 法 の 近 似 化 に 関 す る 部 会（Subcommittee on the
Approximation of National Laws in the EAC Context）
」
、さらにその下にタス
クフォースが設けられ、各国法の類似点、規定の欠缺、相違点、問題点につい
ての分析、国際的なベストプラクティスとの比較検討及び各国への法改正の提
言を行なっている。これまで、
①会社法
②倒産法
③パートナーシップ
④商業登記
に関する各国法についての検討を終えているとのことである32。
（イ）国内判例の近似化
また同様の目的から、判例集の発行が求められている点も興味深い（同126
条２項ｃ号）。EAC 発足以前において、EAC のコモンロー国の判決は概ね似
ているものの相互参照がされることは稀であったとされるが、その一因は、そ
れ ぞ れ の コ モ ン ロ ー 国 の 判 決 を 収 録 し た 判 例 集 で あ る East Africa Law
Reports が1975年以降は刊行されなくなっていたことにあるとされる33。EAC
設立条約は、法の近似化のために、この判例集の復刊を規定しているわけであ
る。

31

Agaba (2011), p.508-509.

32

Agaba (2011), p. 509.

33

Oppong (2011), p.283. 相互参照がされない傾向は、特に西アフリカのコモ

ンロー国において顕著であったとのことであり、西アフリカでも判例集 West
African Court of Appeals Report が刊行されなくなっていた。
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三

ルワンダにおける大陸法からコモンローへの転換

１ 「コモンローへの転換」の意味
以上のように、EAC の枠組みのなかで私法（商事法）統一に向けた作業が行
われているが、法系の転換による私法統一という、比較法的にも興味深い動き
もある。
EAC 設立時の加盟国３カ国（ケニア、タンザニア、ウガンダ）はいずれもコ
モンロー国であるのに対して、2007年に加わったルワンダとブルンジは、旧ベ
ルギー植民地であってフランス法系の大陸法国であった。このうち、ルワンダ
が「大陸法からコモンローへの転換」を図っている34 35。
ここで「コモンローへの転換」とは、例えばイギリスの判例法を包括的に継
受するということではない。ルワンダにおけるコモンローへの転換は、具体的
には次の２つのことを意味するとされる。
第一は、コモンローの考え方に影響を受けた制定法の制定である36。例えば、
ルワンダの2009年の会社法は、少数株主の保護、利益相反の規制、情報開示、
取締役の義務の強化など、コモンローの会社法において強調される規制を取り
入れているとされる37。その意味では、日本が、第２次世界大戦後、
刑事訴訟法、
会社法、独占禁止法、証券取引法などの法分野でアメリカ法を摂取したのと状
況が似ているのかもしれない。

34

これに対して、ブルンジは、政情が安定しないこともあってか、法の統一に

消極的であるとされる。Thorp (2012), p.527.
35

スーダンから2011年に独立して、EAC への加盟申請を行っている南スーダ

ンも「コモンローへの転換」を進めているが、
その背景はルワンダとは異なる。
スーダンと南スーダンは、もともと旧英領であってコモンロー国であったが
（Guttman (1957)）
（1970年～ 73年に一時的にエジプト法を介して大陸法国となっ
た時期を除く）
、1983年からイスラム法が実施されていた（Hassan (2008)）
。現
在の南スーダンの動きは、キリスト教徒が多数を占める南スーダンが、イスラ
ム教徒が多数を占める北部スーダン（現在のスーダン）から独立して、イスラ
ム法からコモンローに復帰しようとしているものである。
36

Kosar (2013).

37

World Bank (2013), pp.23-24.
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第二は、「先例拘束性の原則」の導入である。比較法的には、コモンローに
おいて先例拘束性の原則が緩和傾向にある一方で、大陸法における判例（先例）
の重要性が増しているため、両法系の収歛がみられるともいわれるが38、ルワ
ンダにおいては、最上級審の判決さえ下級審の判断に影響をもってこなかった
とされる39。その背景には、2003年の憲法改正以前の下級審裁判官は法律家で
あるとは限らなかったこと40、また、上述のように最高裁の判決も公刊されて
いなかったことなどがあるようである。
２ 「コモンローへの転換」の意図
ルワンダにおけるこのようなコモンローへの転換は、法の近似化を求める
EAC 設立条約や共通市場議定書に基づく義務の履行として始められたもので
はない。ルワンダがコモンローへの転換をはじめたのは、ルワンダ虐殺などの
不幸を経ていわゆる「アフリカの奇跡」といわれる復興をとげていた2000年代
に入ってすぐからであり、これは EAC 加入に先立つことである。もちろん、
将来の EAC 加入を見越したという側面もありうるが、そればかりでなくルワ
ンダとしては経済復興を成し遂げ、政府主導の強力な経済開発政策遂行の一環
として、東アフリカ経済圏に確固たる地位を占めるために、コモンロー圏に属
する隣国と法の調和を図るという現実的な選択を行なったという側面が強いの
ではないかと思われる41（ルワンダは港湾施設を持たない内陸国であり、域外
貿易のためには隣接する沿岸国であるケニアやタンザニアに頼らざるを得な
い）。関連して、ルワンダはフランス語に加えて英語を公用語にしている。他
方で、ルワンダ虐殺によって既存の司法制度が弱体化していたこと42、復興期
にイギリスの支援が強かったこと43も、コモンローへの転換を容易にした要因
として作用しているものと思われる。
38

さしあたり、Hondius (2007) 参照。

39

Kosar (2013).

40

Rugege (2013).

41

Appleton (2013), pp. 42-43.

42

Uvin & Mironko (2003), pp.222-223. しかし、フランス法系で学んだ既存の法

律家がいなくなったわけではないことにつき、Appleton (2013), p. 47参照。
43

Mburu (2001), p.29 cited in Sannerholm (2007), p.76.
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四

まとめ

EAC は比較的順調にその経済統合を進めているようにみえる44。特に、関税
同盟と共通市場が EAC 発足からわずか10年余りで実現できていることが注目
される（もっとも、非関税障壁が残っているとの指摘もある45）。他方、国内私
法の統一については、EAC 設立当初からの構成国であるコモンロー国と、後
に EAC に加盟した大陸法国（ルワンダとブルンジ）の法制度の調整が課題で
あることが指摘されている46。しかし、少なくともルワンダにおいては、
「コモ
ンローへの転換」という「荒技」によって EAC への統合を促進する動きがある
ことも上にみたとおりである。EAC では、概して、躍動感のある活動がみら
れると評価できよう。
その背景には、2000年代以降は加盟国で比較的安定した民主政治が行われて
いたこと、構成国数が少なくて合意形成がしやすいこと、当初の構成国である
ケニア、タンザニア、ウガンダがいずれも旧英領植民地であり、地理的に隣接
した緊密な経済圏が形成されていたこと、そしてかつて旧 EAC を挫折させた
苦い経験に学ぶことへの機運があったことを逸することはできない47。本稿の
問題関心からは、さらに次の３点を指摘し、前稿で示した仮説を補強したい。
第一に、市場における統一的な私法ルールの存在が経済発展に資するという
明確な政策判断に基づいて、私法制度・私法統一を手段として位置づけ、その
政策課題を加盟国が共有していることがうかがえる。AU 統合に向けた地域統
合組織のなかでも、唯一、EAC のみが私法統一をその政策課題に組み込んで
いるが、それは、現在の EAC が AU への統合アジェンダのもとに位置づけら
れる組織のなかでは最も新しく、1999年に発足されたものであることが大きく
影響している（他の地域統合組織には1970年代や1980年代に設立されたものが
多い）
。この時期には、「ラゴス行動計画」の背後にある南北問題克服という視
点は後退し、統一的な私法制度によって投資を呼び込んで市場としての東アフ
リカを発展させるというワシントン・コンセンサスに基づくシナリオを描きや

44

Salami (2012), p. 29; 徳織（2013）
，pp. 264-265参照。

45

World Bank & East African Community Secretariat (2014), p. 2.

46

Agaba (2011), pp. 511-512.

47

Oppong (2011), pp.25-27; 徳織（2013）
，p. 264.
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すい時期になっていたということができよう。
もちろん、東アフリカ経済の発展に、私法統一がどれだけ寄与しているかは
別問題である。また、南北問題という視座の後退とワシントン・コンセンサス
の台頭ということだけであれば、失速したとも安定期に入ったとも評しうる
OHADA48も同条件である。OHADA も、市場における法ルールを統一するこ
とによって OHADA 構成国の経済を発展させることを目指して設立された組
織だからである。それでは、EAC と OHADA とでは何か異なるのか。それが
次の点に関わる。
すなわち、第二に、OHADA と EAC は、どちらも私法統一において域外か
らの影響を受けている。OHADA では、それはフランス法である。英米法と
大陸法の相違を止揚したと考えられるユニドロワ国際商事契約原則をベースと
した統一契約法でさえ、OHADA では挫折したという経緯が象徴するよう
に49、OHADA における法統一作業は、英米法とフランス法、あるいは世界標
準対フランス法の代理戦争が繰り広げられる様相を呈している50。EAC には、
そのような摩擦が生じていない。
このことを、前稿で述べた、アフリカの社会の三層構造に即して述べれば次
のとおりである。すなわち、アフリカ社会は、３つの層からなり、
「第一の層は、
国際的なドナー（支援国、国際機関）とその協力者であり、いわば最先端の理
論にもとづいて改革を行おうとする集団である。第二の層は、国内のエリート
ないし既得権を有する人々によって構成される。歴史的な経緯等から、この階
層もまたヨーロッパの強い影響を受けているが、そのよりどころとするヨー
ロッパの考え方と、第一の層が持ち込む国際的な考え方とは一致すると限らず、
そこに緊張関係が生ずる余地がある。そして、第三の層として、ローカルな考
51
え方にもとづいて行動する社会構成員がある」
。OHADA は、第一の層のなか

で、対立関係が生じてしまっているのに対して、EAC にはそのようなことが
ない。もっとも、EAC には複数の国際ドナーが相互の調整をすることなく入

48

小塚・曽野（2015b）
。

49

小塚・曽野（2015b）
。

50

この点を強調する文献として Ntongho (2012)。

51

小塚・曽野（2015b）
。
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り込んでいるともいわれる52。現実は、英米法国のドナー同士であるから摩擦
が生じないという単純なものではないであろう。立法後にはじめて立法間の不
整合が判明することもあるものと思われるが、これは立法のサブスタンスにま
で踏み込んだ検討を要する今後の課題である。
第三点目も、アフリカの社会の三層構造、特に第二の層、第三の層にかかわ
る。もともとコモンロー国であるケニア、タンザニア、ウガンダにおいては、
第一の層と第二の層はともにコモンローをバックグラウンドとしており、その
乖離は大きいものではないと想像される。ルワンダにおいては、乖離があって
も、いわば開発独裁によるコモンロー系への転換に異を唱えることは難しいこ
とが推測される。むしろ、問題は、EAC の私法統一が、第三の層にどのよう
に受容されているのか、あるいは受容されていないのかということである。本
稿ではそこまで踏み込めていない。しかし、そこには法継受論を豊かにする素
材があることだけを確認して、本稿を閉じたい。
〈本研究は JSPS 科研費24330025、15H01917の助成を受けたものである。
〉
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問題の所在

はじめに
正当防衛論に関わる論点は非常に多岐にわたり、今日においてもなお多くの
点で議論が展開されているところである。もちろん、過去から現在に至るまで
の議論の中で通説的見解が形成された論点も多々存在する。しかし、挑発行為
等によって自ら侵害を招き、これに対して防衛行為を行うという、いわゆる「自
招防衛1」
（Notwehrprovokation）論に関する問題は、旧刑法の時代から議論さ
れてきたにもかかわらず、なお学説は一致する兆しを見せず、現在でも議論が
続けられている。自招防衛においては正当防衛の成立が制限ないし否定され得
るという一般論については、学説は一致して肯定的な立場に立っており、議論
の対象となっているのは、その法的根拠に関する点である。すなわち、自招防
衛の場合には刑法36条１項に基づく正当化が、どのような法的根拠でもって制
限ないし否定されるのかという点を巡って、学説内部ではそれぞれの論者が千
思万考の見解を提示し、その正当性を争っているのである。

1

「自招侵害」
「挑発防衛」
「自ら招いた正当防衛」などと表記されることもある

が、すべて同義である。本稿では特段の事情がない限りは「自招防衛」の語句
を用いる。
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本稿は、このような状況にあって、今一度自招防衛論について考察を行った
上で、
「防衛行為の必要性」という観点に立脚し、自招防衛論を解決するため
の新しい視座を提供することを試みるものである。
第１節

議論の状況について

第１項

日本の議論状況

刑法36条１項は、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛す
るため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定しているが、本条文を
一見しただけでは、自ら侵害を招いた者をどのように扱うかは、文言上明らか
でない。むしろ自招防衛に関する具体的な規定が存在していない以上、自招防
衛であっても36条１項の要件を充足している限りは正当防衛の成立を肯定する
というのが自然な結論であるとも言える。しかし、通説がこのような理解をし
ていないということは、たったいま述べたとおりである。
ここで、なぜ通説が自招防衛を「制限ないし否定されるべきである」と考え
ているのか、という点については、自ら侵害を招いたにもかかわらず反撃行為
が正当化されるのは不当であるという、感覚的、あるいは感情的な違和感を指
摘する以上のことはできないかもしれないが、法的に考察するのであれば、旧
刑法からのつながりを挙げることができるように思われる。
旧刑法では、正当防衛に関する定めは総則ではなく各則に置かれていた。正
当防衛を規定していた旧刑法314条は、その第三編（身体財産ニ対スル重罪軽罪）
第三節（殺傷ニ関スル宥恕及ヒ不論罪）中の条文であり、
「身体生命ヲ正当ニ防
衛シ已ムコトヲ得サルニ出テ暴行人ヲ殺傷シタル者ハ自己ノ為メニシ他人ノ為
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

メニスルヲ分タス其罪ヲ論セス但不正ノ所為ニ因リ自ラ暴行ヲ招キタル者ハ此
0

0

0

0

0

限ニ在ラス」
（傍点筆者）と規定されていた。これを見ると、但書の部分は、ま
さに自招防衛に関する条文であることが分かる。現行刑法へと改正される過程
で旧314条は総則に移され、但書は削除されることとなったが、それは自招防
衛を許容するという趣旨ではなく、端的に言えば、「あえて明文で規定する必
要はない」という考慮によるものであった（第１章第１節第２項参照）
。
すなわち、立法経緯を参照すると、旧刑法制定当時から自招防衛に対しては
否定的な価値観が共有されていたということが分かるのである（この点につい
ては第１章で論じる）。しかしながら、なぜ否定的な価値観が共有されたのか、
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という点については、結局は感覚的な点に依拠せざるを得ないように思われる。
旧刑法を起草したボワソナードは旧314条但書について、
「他人ニ對シテ重大ナ
ル罵詈ヲ加ヘ之レカ爲メ殴打創傷若クハ其他ノ暴行ヲ受クル

儘之アル可シ若

シ此ノ如キ場合ニ於テ罵詈ノ本人暴行ヲ受ケ其ノ反報トシテ加ヘタル創傷或ハ
又故殺ニ付テ宥恕ヲ受クル者トセンカ其結果タル實ニ言フ可ラサルモノアルニ
至ラン又此如クスレハ或ハ此畏忌ス可キ手段ヲ以テ報讎ノ念ヲ満タス者アリ從
ツテ豫謀ニ出テタル故殺ニシテ宥恕ノ利益ヲ受クルニ至ル可シ是レ實ニアル可
ラサルノ事ナリ」2と述べている。このように、自招防衛に対しては古くから否
定的な価値観が共有されていたという点は、これから自招防衛論を検討するた
めの前提であり、本稿も、このような価値観を共有するものである。
以上のように、自招防衛に対する正当化を制限ないし否定しようと試みてい
る点では、学説は一致していると言えるが、特に現行刑法に関して言えば、36
条１項をどのように読めばそのような結論が導かれるのかという点が、この問
題の主戦場となっているのである。36条１項は、大別すれば①急迫性、②不正
性、③防衛の意思、④やむを得ずにした行為という４つの要件から構成されて
いるが、学説は、自招防衛の問題をこれらのいずれかの要件と関連づけ、自招
防衛に当たる場合にはこれらのうちのいずれかの要件が欠けるため、正当防衛
の成立が制限ないし否定されると論じ、相互に批判を展開してきたのである。
しかし近時は、自招防衛の場合であっても36条１項所定の各要件は満たされ
ているという理解を前提として、同条の要件からではなく、正当防衛がなぜ正
当化されるのかという、いわゆる「正当化根拠論」や、あるいは優越的利益原
理などのような「違法阻却の一般的原理」に立ち戻って考察を加え、自招防衛
の場合にはこのような根拠・原理が失われるために、正当防衛の成立が制限な
いし否定される、と主張する見解が有力に主張されてきている。本稿では前者
のような立場を、36条１項の内部で解決を図るという意味で「内部的解決」と、
後者のような立場を「外部的解決」と呼称することとする。それぞれの陣営の
論者は相手方の陣営に対して批判を展開しており、さらに各陣営の内部におい
ても相互に批判が交わされており、自招防衛論を巡る見解が一致する見通しは
まったく立っていないのが現状である。

2

ボワソナード『刑法草案註釋下巻』
（司法省、1886年）350頁以下。
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第２項

ドイツの議論状況

ドイツ法については第３章で検討するが、ここで、基礎的な点について簡潔
に概観したい。
（１）ドイツ法の比較法的意義
自招防衛に関する議論は日本とドイツでのみ行われているわけではない。ア
メリカ合衆国3、英国4、カナダ5などでも、自招行為によって侵害を招いた者をど
のように扱うかは議論の対象とされてきたが、これらの国における議論は立法
論に依拠する部分が大きいように思われる。他方、ドイツでは専ら解釈論に基
づく議論が展開されており、日本の議論状況と類似している。日本の学説の多
くはドイツの学説に依拠しながら展開されているという事情もあり、本稿でも
比較対象国としてドイツ法を選択することとした。
ドイツにおける議論は外部的解決に依拠することを前提として展開されてお
り、日本で外部的解決を支持する見解へプラスの材料を与え得るものと言えよ
う。また、ドイツの判例は古くから権利濫用説を採用しつつ、具体的な挑発状
況において挑発者に課される義務を日本の判例よりも詳細に論じながら事案の
解決に当たっているが、この点は参考とすべきものが多いように思われる。自
招防衛論を検討する際は、正当防衛権が制限される根拠を解明するのみでは不
十分であり、制限の結果、挑発者がどのような不利益を負わなければならず、
また、不利益を負わなくてもよいのはどのような場合かという点まで考察され
なければならないのは当然である。
ドイツにおいて正当防衛を規定しているのはドイツ刑法32条である。32条１
項は「正当防衛によって必要（geboten）とされる行為を行った者は、違法に行
為したものではない。」と、同２項は「正当防衛とは、現在の違法な侵害から自
己又は他の者を回避させるのに必要（erforderlich）な防衛である。
」と規定され
3

Joshua Dresslar, Understanding Criminal Law, 5th ed., 2009, 226-228.

4

英国の自招防衛論の研究として、岡本昌子「正当防衛と侵害回避義務～イギ

リスの正当防衛論における退避義務を中心に～」同志社法学57巻６号（2006年）
437頁。
5

カナダの自招防衛論の研究として、岡本昌子「カナダ刑法における正当防衛

と自招侵害に関する一考察」同志社法学51巻６号（2000年）116頁、同「自招
侵害と正当防衛論」
『理論刑法学の探究⑦』
（成文堂、2014年）13頁以下。
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ている6。すなわち、２項が正当防衛の一般的な成立要件を定めていると言えよ
う。
ドイツ刑法32条各項を日本語に訳したときは、いずれの項にも「必要」とい
う語が現れ7、いずれの「必要」も、日本の議論における「必要性」及び「相当性」
に相当する概念であると言えるが、このうち２項の「必要」
（erforderlich）は、
概括的に言えば、いわゆる「武器対等の原則」の問題を扱うものである。これ
に対して１項の「必要」
（geboten）は、２項に記載されている正当防衛の成立
要件をすべて具備していたとしてもなお正当防衛の成立を制限ないし否定すべ
き場合があるのではないかという観点のもとで行われる「社会倫理的制限」の
問題であるとされている。自招防衛はその中の一場面であるとされていること
から、ドイツの学説は、日本で主張されているような正当防衛の成立要件内部
での解決を志向せず、要件論の外部での解決を試みていると言える8。
しかし、社会倫理的制限の条文を持たない日本刑法に、ドイツの議論がどこ
まで同様に妥当するかはなお明らかではない。本稿は、最終的には内部的解決
を志向するものであるが、外部的解決にどのような利点と難点が存在している
かを検証するためには、ドイツの議論を参照することが不可欠であろう。
（２）議論の前提
自招防衛を考える前提として、挑発行為自体が「現在の違法な攻撃」
に該当し、
被挑発者の反応が正当防衛である場合は自招防衛の問題とはならない9。これは
日本でも同様である。

6

ドイツ刑法典の日本語訳は、法務資料461号を参照した。

7

日本の文献では“geboten”(Gebotenheit) を「被要請性」と訳すのが一般的で

あるが、
“geboten”には「望ましい」という意味も含まれていることから、本
稿では“geboten”(Gebotenheit) は「妥当性」と訳すこととした。
8

日本においては外部的解決を志向する見解に対しては、罪刑法定主義に反す

るとの批判が主張されてきたが、ドイツにはドイツ刑法32条１項があるため、
少なくとも罪刑法定主義違反とする主張は当たらないこととなろう。
9

Vgl. Walter Perron, in: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar,

29. Auflage, 2014, §32 Rn. 54; Urs Kindhäuser, in: Nomos-Kommentar zum
Strafgesetzbuch, BandⅠ, 4. Auflage, 2013, §32 Rn. 117; Thomas Rönnau, JuS
2012, S. 406.
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自 招 防 衛 に お い て 正 当 防 衛 権 を 制 限 す る 根 拠 に 関 し て は、 権 利 濫 用
（Rechtsmissbrauch）の観点から挑発者の正当防衛権を制限してきた判例が、
学説に対して大きな影響を与えてきた。学説からは、先行行為説、危険の引き
受け説、そして原因において違法な行為の理論などが主張され、特に意図的挑
発の場合には防衛の意思が欠けるとする見解や、挑発者は侵害に同意している
とする見解、法確証の利益原理を援用し、正当防衛の根本思想から出発する見
解などがこれまでに主張されてきたが10、通説は判例の立場と同様に、権利濫
用説を採用している11。
自招防衛の問題は、挑発者の主観的側面（主観面）と、自招行為の客観的側
面（客観面）という、２つの方向から議論が展開されている。
（３）挑発者の主観的側面
まず、自招防衛の場面類型は、挑発行為時に挑発者が有していた主観に従っ
て２つに分けられる。すなわち、
「意図的挑発」
（Absichtsprovokation）類型と、
「意図なく招いた侵害」
（Unabsichtlich verschuldeter Angriff）類型である12。後
者に該当するのは、意図は無かったが、ある行為を行えば侵害を招くだろうと
認識しながら当該行為を行った場合（故意的挑発）や、過失によって侵害を招
いた場合（過失的挑発）である。
ドイツにおいても意図的挑発とは、専ら正当防衛状況を利用して侵害者を害
する目的で、意図的に侵害を誘発することであるとされており13、日本の学説
で検討されてきた意図的挑発と同義である。また、意図的挑発の場合には、通

10

Vgl. Perron, a. a. O.(Anm. 9), §32 Rn. 54.

11

Vgl. Armin Engländer, in: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch Kommentar,

2013, §32 Rn. 51; Rudolf Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufgabe, 2014,
§18 Rn. 86.
12

Vgl. Perron, a. a. O.(Anm. 9), §32 Rn. 58. 意図なく招いた侵害はこのほか、

“sonst schuldhaft provozierten Angriffen” な ど と 呼 ば れ る こ と も あ る。Vgl.
Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, 28. Auflage, 2014,
§32 Rn. 14.
13

Vgl. Perron, a. a. O. (Anm. 9), §32 Rn. 55; Engländer, a. a. O. (Anm. 11), §32

Rn. 51; Rengier, a. a. O. (Anm. 11), §18 Rn. 84.
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説は古くから一切の正当化を拒んできたという点も日本と同様であるが14、そ
の根拠については、先に述べたように権利濫用説が通説として広く支持されて
いる点に、ドイツの議論の特徴がある。この類型に該当した場合は、挑発行為
自体が適法なものであったとしても、法秩序を防衛する必要
（法確証の利益）
や、
挑発者の法益を保護する必要がないため、正当防衛の成立が否定されると説明
されている15。
一方、挑発行為は必ずしも意図的になされるわけではない。すなわち、意図
まではしていないが行為に出れば侵害が発生するだろうということを認識して
いた場合や、何らかの落ち度によって侵害者を挑発してしまうという場合も考
えられ、実務上問題になりやすいのはこの類型であると指摘されている16。通
説によれば、このような場合においても正当防衛権は制限を受けるが、完全に
喪失するわけではないとされている17。
（４）自招行為の客観的側面
自招行為の客観的側面は、意図的挑発の場合には通常問題とならない。先に
述べたように、意図的に侵害を招いた場合は、自招行為が適法であっても正当
防衛の成立が制限ないし否定されるからである。しかし、意図なく招いた侵害
の場合には、通説はなお挑発者に正当防衛権を与える余地を残そうとしている。
その際の基準として議論されているのが、自招行為の客観的性質の問題である。
すなわち、正当防衛の成立を制限ないし否定するような自招行為はどのような
性質を有していなければならないか、という点が問題とされている。
この点につき、挑発行為が適法行為である場合には完全な正当防衛権が認め
られ、違法な行為である場合には正当防衛権は原則として社会倫理的制限を受
けるということについては、通説と判例は一致した見解を示している。しかし、
挑発行為がこれらの中間に位置する場合、すなわち「社会倫理的に非難すべき

14

Vgl. Perron, a. a. O. (Anm. 9), §32 Rn. 55.

15

Vgl. Perron, a. a. O. (Anm. 9), §32 Rn. 55; Krey/Esser, Deutsches Strafrecht

Allgemeiner Teil, 4. Auflage, 2011, §14 Rn. 555.
16

意図的挑発であるということが裁判で示されることはほとんどないからであ

る、と説明されている。Rönnau, a. a. O. (Anm. 9), S. 406.
17

Vgl. Engländer, a. a. O. (Anm. 11), §32 Rn. 52.
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行為」であった場合は、判例は正当防衛権を制限しているが、通説は、完全な
正当防衛権を与えるべきであると主張しており18、両者は厳しく対立している。
（５）正当防衛権の制限効果
侵害招致行為が（少なくとも違法な）挑発であると判断され、正当防衛権の
行使が制限された場合、被侵害者（挑発者）は、自らが招いた侵害から退避し
なければならないことになり、よって退避義務が生ずることになる。通説によ
れば、意図的挑発の場合には正当防衛権が完全に否定されるため、退避義務は
無制限に課されると説明されているが19、近時は、侵害からの「退避可能性」の
有無に応じて、異なった解決をすることが主張されている。
すなわち、意図的挑発の場合もそれ以外の場合も、第一段階として、侵害か
らの退避等が可能であったときは、挑発者は侵害を実際に予見していたか、あ
るいは予見することができたか否かに関係なく正当防衛権は制限され、挑発者
には退避義務が課され、控えめな防衛行為がわずかに許されるのみであるとさ
れる20。次の段階として、退避が不可能であれば、防衛の確実性や危険性の少
ない手段で防衛を行うことが許容され（保護防衛＝ Schutzwehr）、侵害が軽微
であればそれを受忍するか、他人に救助を求めることが要求される。そして、
最後の段階として、それでも侵害を排除できなければ、完全な正当防衛権が与
えられるというのである（反撃防衛＝ Trutzwehr）21。このような、まずは退避
を試み、次に保護防衛を試み、最後に反撃防衛を許容するという構造は、判例
によって構築されてきたものであり、「３段階理論」
（Drei-Stufen-Theorie）と
呼ばれている22。どのような状況になれば退避義務が解除されて保護防衛や反

18

Vgl. Perron, a. a. O. (Anm. 9), §32 Rn. 59; Kindhäuser, a. a. O. (Anm. 9), §32

Rn. 126; Rönnau, a. a. O. (Anm. 9), S. 406.
19

Vgl. Urs Kindhäuser, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Auflage, 2013, §16 Rn.

53.
20

Vgl. Perron, a. a. O. (Anm. 9), §32 Rn. 60; Kindhäuser, a. a. O. (Anm. 9), §32

Rn. 128. 控えめな防衛行為というのは、防御に徹するという趣旨であり、攻撃
に出ることは許されないように思われる。
21

Vgl. Perron, a. a. O. (Anm. 9), §32 Rn. 60; Kindhäuser, a. a. O. (Anm. 9), §32

Rn. 128; Engländer, a. a. O. (Anm. 11), §32 Rn. 52.
22

Vgl. Rönnau, a. a. O. (Anm. 9), 407, Kindhäuser, a. a. O. (Anm. 19), §16 Rn. 53.
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撃防衛に移行することができるかは個別の事例毎に決するほかないが、連邦通
常裁判所は、挑発行為の重大さと侵害行為の危険性を手がかりとしながら判断
していると言われている23。
第２節

最高裁平成20年５月20日決定の意義

自招防衛に関する判例に関して、特に日本の裁判所が、これまでに自招防衛
の事案を処理してきた際は、最高裁がいわゆる「積極的加害意思論」を明示的
に採用するまでは、正当防衛の成立を制限ないし否定するための理論的根拠を
明らかにしてこなかったが、積極的加害意思論が採用された最決昭和52年７月
21日刑集31巻４号747頁以降は、同決定の枠組みを参照し、自招防衛の事案に
おいて正当防衛の成立を否定する際は、「急迫性」が欠けるという論理構成が
主に採られてきた。しかし、このほかにも侵害の不正性や防衛行為の相当性を
問題とする事例も出されており、結局のところ、同決定によっても自招防衛の
処理の指針は定まっていなかったと言えよう。
ところが、自招防衛が問題となった最決平成20年５月20日刑集62巻６号1786
頁の判示は、これまでの枠組みから直ちに説明がつくものではなかった。詳細
な検討は第２章で行うが、事案の概要は以下の通りである。すなわち、後の侵
害者（被害者）である A は、ごみを捨てている際通りかかった被告人の姿を不
審と感じて声をかけたところ、両名は言い争いとなり、被告人は A のほおを
手けんで殴打し逃走した。A は自転車で被告人を追いかけ、自転車に乗った
まま、右腕を伸ばして被告人の首付近を強く殴打し、その結果被告人は転倒し
たが、被告人は起き上がると特殊警棒を取り出して A の顔面や腕などを数回
殴打し、傷害を負わせた。
第１審の東京地裁八王子支部24は、本件を喧嘩闘争の事案と捉え、喧嘩闘争
の場合には正当防衛の観念を容れる余地はないとして正当防衛の成立を否定
し、原審の東京高裁25は、被告人の不正の侵害によって招いた侵害については
急迫性を欠くとして、被告人の控訴を棄却した。しかし最高裁は、正当防衛の

23

Vgl. Krey/Esser, a. a. O. (Anm. 15), §14 Rn 558.

24

東京地八王子支判平成18年７月５日刑集62巻６号1794頁参照。

25

東京高判平成18年11月29日刑集62巻６号1802頁参照。
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成立を否定するに当たり、「急迫性」という文言を用いることなく、「被告人の
本件傷害行為は、被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる
状況における行為とはいえないというべきである。そうすると、正当防衛の成
立を否定した原判断は、結論において正当である。」と述べ、原審の論理構成
を採用することなく、被告人の上告を棄却したのである。
言うまでもなく、学説の関心は、平成20年決定の判示が、昭和52年決定をは
じめとするこれまでの判例の枠組みとどのような関係に立つのかという点に集
中した。そこでは（１）従来の枠組みから逸脱するものではないとする見解と、
（２）裁判員裁判制度が施行されることを踏まえ、新たに明確な基準を提示し
たのではないかとする見解がそれぞれ主張されることとなり、平成20年決定を
契機として、自招防衛論に関する議論はさらに活発化し、新たな論考も多数発
表されるに至ったのである。
第３節 「やむを得ずにした行為」の解釈について
本稿では自招防衛論を解決するための新たな視座を提供することを試みてい
るが、具体的には、刑法36条１項の「やむを得ずにした行為」の解釈を通じて
解決を図ろうとするものである。もっとも、このような見解はこれまでの先行
研究によっても主張されているところであり、一見すると真新しさに欠けるが、
「やむを得ずにした行為」は、解釈上２つの要素から成るとされており、先行
研究が焦点を当てているのはこのうちの一方、すなわち防衛行為の「相当性」
という要件である。しかし、本稿が焦点を当てようとしているのはもう一方の、
防衛行為の「必要性」要件であり、この点で本稿の見解は、先行研究とは多少
異なるものである。
刑法36条１項の「やむを得ずにした」という文言の解釈についても、自招防
衛論の解決以上に複雑多様で、こちらも帰一するところがない。論者によって
必要性、相当性の定義が微妙に異なっているということが議論を複雑化させて
おり、さらには、必要性、あるいは相当性要件を不要とする見解も存在し、自
招防衛論と同様に千思万考の様相を呈しているのである。
詳細については第４章で検討するが、必要性要件の議論の沿革を見ると、例
えば旧刑法314条の「已ムコトヲ得サルニ出テ」とは防衛行為の必要性を意味し、
具体的には、他に侵害から回避する方法が存在したにもかかわらず防衛行為を
［201］
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行った場合には、正当防衛は成立しないという説明がなされていた26。これは
まさに、現行刑法37条１項本文（緊急避難）の「やむを得ずにした行為」の要件
の解釈として通説から主張される、いわゆる「補充性」要件を意味していると
言えよう。その後、必要性要件はその解釈を変え、防衛に必要な行為であれば、
軽微な利益を守るためであっても侵害者を殺害しても良いという主張がなされ
るようになったが、そのような行き過ぎを抑えるために相当性要件が導入され
ることとなった。その過程で必要性要件は次第に相当性要件に取って代わられ
るようになった。そして現在の解釈は、「防衛適合性」
、すなわち防衛行為が防
衛の役に立つかということを判断するための指標と理解されている。必要性概
念の意義が広範に過ぎ不明確なため解釈論として用いることができないとの指
摘もなされており27、必要性要件はその重要性を失いつつあるのが現状である。
ところで、自招防衛に関する学説は、侵害を自招したことを根拠として正当
防衛を制限ないし否定する際、その効果として、挑発者は退避義務が課される
ことになると説明している。というのは、正当防衛が制限ないし否定され、侵
害に立ち向かうことが許されなくなるのであれば、自らが侵害を被らずに済む
ために採るべき途は、侵害から退避する以外ないからである。学説はこのこと
を色々な表現を用いて説明しているが、「相当性の範囲に制限が課される」28と
か「『やむを得ずにした行為』がより厳しく認定され、とりうる手段が制限され
る」29あるいは「事情によっては補充性が要求される」30と説明されているが、こ
れらの説明は結局、自招防衛と認められる場合においては、通常は認められな
い退避義務を例外的に肯定するものであると言えよう。そして、退避義務はま
さに補充性を意味するのであるから、正当防衛論の枠組みの中で補充性を要求
する場合があるとしたときに、その受け皿として必要性要件を用いることは十
分説得力を持ち得るのではないだろうかという着想の下で、本稿は必要性要件
26

例えば、
宮城浩藏『刑法講義第二巻』
（1885年）521頁、
村田保『刑法註釈巻六』

（1880年）17葉以下。
27

山口厚『刑法総論（第２版）
』
（有斐閣、2007年）128頁。

28

山本輝之「自招侵害に対する正当防衛」上智法学論集27巻２号（1984年）

211頁以下。
29

井田良『講義刑法学・総論』
（有斐閣、
2008年）288頁、
同『刑法総論の理論構造』

（成文堂、2005年）172頁。
30

山中敬一『刑法総論（第３版）
』
（成文堂、2015年）523頁。
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の有用性について再検討を行うこととしたのである。
第４節

本稿の構成

本稿の構成は、以下の通りである。
まず第１章では、日本における自招防衛論の沿革について検討を加えながら、
先行研究の整理を行う。先に述べたように、自招防衛論は旧刑法の時代から議
論の対象とされてきた論点であるが、自招防衛の制限を規定した旧314条但書
は現行刑法へと改正される際に削除されている。その背景を、立法資料を参照
しながら明らかにし、立法者が自招防衛をどのように捉えようとしていたかを
検討する。そして、旧刑法時代の学説を参照した後、現行刑法へと改正された
以降の学説──戦後から現在にかけての学説を中心に──を検討し、各見解の
問題点を明らかにしていく。特に、内部的解決を志向する見解の検討に際して
は、昭和52年決定において最高裁が用いた、いわゆる「積極的加害意思論」と
意図的挑発類型の関係について分析し、これまでの一部学説における両者の関
係の理解が適切であったかどうかを検討する（第２節第２項第５款参照）
。
第２章においては、自招防衛に関するこれまでの判例、裁判例を検討し、裁
判所の判断枠組みがどのように構築されてきたかを検討する。特に、積極的加
害意思論を本格的に示した昭和52年決定と、日本において自招防衛論がいっそ
う活発に議論される契機となった平成20年決定との関係については詳細に検討
を行う。先に述べたように、平成20年決定を検討する多くの評釈は昭和52年決
定との関係を問題としていることから、本稿でも２つの「決定」の関係につい
て分析しつつ、これまでに唱えられている諸見解が妥当な評価をしていると言
えるかについても検討を加える。
第３章では、ドイツの学説及び判例を検討する。先に述べたように、ドイツ
では外部的解決によって問題を解決することが議論の前提とされている。それ
に沿って、これまでの学説を検討するが、特に通説とされている権利濫用説、
及び有力に主張されている「原因において違法な行為」の理論の構造について
は重点的に検討することとした。また、それに関連する限りで、ドイツにおけ
る通説が正当防衛の正当化根拠として援用する法確証原理につき、その妥当性
について検討する。特にドイツにおいては近年、法確証原理に関する説明が明
確でなく、「一部の論者は問題の解明を完全に放棄し、直感的な理解で済ませ
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ている」という指摘もなされており31、これまで広く受け入れられてきた法確証
原理の存在基盤は、今や盤石であるとは言えないであろう。そこで、本稿にお
いて、改めて法確証原理の妥当性を検証することとした。
以上を踏まえて第４章で、本稿の私見を構築する。その際は、日本刑法36条
１項における「やむを得ずにした」の解釈を巡る沿革を概観し、自招防衛が問
題となる際に、一定の場合には挑発者に退避義務が生ずることを論証した上で、
その退避義務を必要性要件から導き出すことにより、自招防衛における正当防
衛の制限の可否を必要性要件と関連づけて論ずべきであるという私見の正当性
を基礎づけることを試みる。

31

Vgl. Armin Engländer, Grund und Grenzen der Nothilfe, 2009, S. 9.
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第１章

自招防衛に関する日本の学説

本章では、日本における自招防衛に関する学説を検討する。まず第１節では、
旧刑法の起草時にまで遡り、そこから現行刑法に至るまでの、自招防衛規定の
沿革について考察を加える。次に第２節では、日本において過去から現在にか
けて唱えられてきた学説を、順に検討していく。
第１節

正当防衛・自招防衛規定の沿革

第１項

旧刑法の時代

序章でも述べたように、明治13年に公布され、明治15年に施行された旧刑法
には、現在のような正当防衛規定は存在していなかった1。旧刑法の第三編は
「身
体財産ニ対スル重罪軽罪」を規定し、その第一章「身体ニ対スル罪」の中の「殺
傷ニ関スル宥恕及ヒ不論罪」と題する第三節には、旧309条～ 316条までの８つ
の条文が置かれていた。すなわち、暴行を受けて直ちに怒りを発して暴行人を
殺傷した場合の必要的宥恕（旧309条）、互いに殴打し合ったが、いずれの攻撃
が先であったかが不明の場合の任意的宥恕（旧310条）、夫が妻の姦通現場で直
ちに姦夫を殺傷した場合の必要的宥恕（旧311条）、住居侵入を防止するために
殺傷した場合の必要的宥恕（旧312条）、正当防衛（旧314条）
、
財産に対する暴行、
盗犯等、夜間に住居侵入をする者を防止するために殺傷した場合の不論罪（旧
315条）、そして、やむを得ないとは言えない状況あるいは侵害終了後に暴行人
を殺傷した場合の任意的宥恕（旧316条）である。このうち、但書による例外規
定は、旧314条のみならず、旧309条及び旧311条にも置かれていた2。
ここからは旧314条に関わるものに限定して論ずることとするが、この条文
は、もともとはボワソナード草案350条に置かれていたものであった。同条は、
1

旧刑法314条の編纂過程につき、岩谷十郎「旧刑法第三一四条編纂過程とその

『素材的事例』の関係─「正当防衛」の摂取─」慶応義塾大学法学研究科論文
集23号（1985年）181頁。
2

旧309条は旧314条と同様「但不正ノ所為ニ因リ自ラ暴行ヲ招キタル者ハ此限

ニ在ラス」と規定されており、旧311条では、
「但本夫先ニ姦通ヲ縦容シタル者
ハ此限ニ在ラス」
とされていた。旧311条但書は、
侵害を自招したというよりは、
同意があった場合の例外規定である。
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「正當及ヒ必要ノ防衛ノ爲メ故殺若クハ故意ノ暴行ヲ爲シタル者ハ自己ノ爲メ
ニセシト他人ノ爲メニセシトヲ問ハス其罪ヲ論セスシテ其刑ヲ免除ス然レモ故
殺若クハ暴行ノ本犯自己ノ過失ニ因リ其被フリタル兇行ニ機會ヲ與ヘタルトキ
ハ只本刑ヲ宥恕スルニ止マル可シ」と言うように、文言上、過失によって侵害
を生じさせた場合に限定されており、その際は刑の宥恕が行われるにとどまる
という構造である。意図的挑発・故意的挑発という場合については言及されて
おらず、そういった場合にどのような処理がなされることになっていかは解釈
によるしかないが、過失という、規範からの逸脱がわずかな場合であっても不
論罪ではなく宥恕にとどまるというのであるから、逸脱の程度が大きい意図的
挑発・故意的挑発の場合であれば、条文に書かれていないという理由で正当防
衛が認められるということは考えられないであろう3。
第２項

現行刑法への改正過程と自招防衛

ここからは、現行刑法への改正作業において、自招防衛の規定がどのような
変遷をたどったかを紹介していく。
旧刑法の改正は、明治23年に帝国議会が開かれた直後から問題とされてきた
が、現行刑法へと改正されるまでにおよそ17年を要し、その間、多くの改正案
が提出されてきた。正当防衛に関する改正については、明治33年に刑法連合会
が発表した「刑法草案」以降は、条文の配置が若干前後するものの、大きな変
更は見られない。
①

明治23年改正案
旧刑法施行から10年が経過した明治23年に第１回帝国議会が開かれ、旧刑法

の最初の改正案が示された。正当防衛に関する条文は、この時点で各則から総
則へと移された。すなわち、旧314条は本文と但書が分離され、本文は後に36
条１項となる71条へ、但書は73条に配分された。また、
旧309条が72条に移され、
その他の旧条文は姿を消した。第１次改正案の71条から73条は、以下のような

3

旧314条がこの点を考慮して、正当防衛が否定されるための条件を「不正の所

為」というように、意図的挑発・故意的挑発をも含み得る文言にしたのかは明
らかでない。
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文言であった4。
71条

危急ノ暴行ニ對シ自己又ハ他人ノ身體財産ヲ防衞スル爲メ已ムヲ得スシ

テ行ヒタル所爲ハ罪トシテ論セス
其防衞ノ度ヲ超ユルモ暴行ニ因リ激シキ感動ヲ發シ直チニ行ヒタル所爲ハ亦罪
トシテ論セス
72条

自己又ハ親屬ニ暴行若クハ重大ナル侮辱ヲ受クルニ因リ怒ヲ發シ直チニ

加害者ニ害ヲ加ヘタル者ハ其罪ヲ宥恕シテ本刑ニ二等又ハ三等ヲ減ス
73条

前二條ノ規定ハ不正ノ所爲ニ因リ自ラ暴行又ハ侮辱ヲ招キタル者ニ之ヲ

適用セス但其所爲ノ性質ニ因リ第七十一條ノ場合ニ於テハ其罪ヲ宥恕シテ本刑
ニ二等又ハ三等ヲ減シ第七十二條ノ場合ニ於テハ一等又ハ二等ヲ減スルコトヲ
得
第１次改正案において特徴的であったのは、73条但書に任意的宥恕の規定が
置かれていた点である。これ以降の改正案では、宥恕規定は削除されている。
同条但書には、自招行為の性質に応じて２段階の減軽が規定されており、その
まま施行されていれば柔軟な運用が期待できたであろう。減軽が任意的である
ことや、減軽の幅が段階的であることは、自招行為には様々な態様があり、画
一的な運用には適さないと判断されたためではないだろうか。現在この条文が
存在していたとしたら、意図的挑発の場合には減軽をせず、故意的挑発の場合
には二等を、過失的挑発の場合には三等を減軽する、というような主張もあり
得たように思われる。
なお、正当防衛の規定が総則に置かれることとなった点については、明治23
年に出された「刑法案説明書」が、「旧刑法が殺傷に限って正当防衛を規定して
いたのは、正当防衛が最も問題となりやすいのが殺傷の場合だからであったが、
自由や財産に対する正当防衛も考えられるのは当然であるから総則に置くこと
とした」と説明している5。

4

条文は、内田文昭＝山火正則＝吉井蒼生夫編『刑法〔明治40年〕
（１）
-Ⅲ 日

本立法資料全集20-3』
（信山社、2009年）166頁による。
5

原文は、
「現行刑法ニ依レハ正當防衞ハ殺傷ニ關スル特別ノ不論罪トシテ之ヲ

第三編中ニ規定シタリ凡ソ正當防衞ノ爲メニ罪トナルヘキ所爲ヲ行フハ殺傷ノ
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本改正案は、明治20年から23年にかけて、外務省から司法省へ移管された法
律取調委員会によって起案されたもので、政府は第１回帝国議会に同改正案を
提出したが、議決に至らず会期が終了した。
②

明治28年・30年草案
明治25年に刑法改正審査委員会が発足し、主として司法官僚が委員に命ぜら

れると、同委員会は明治28年に２編318条からなる刑法改正案を脱稿した。こ
の改正案は大審院以下各裁判所及び検事局からの意見を受け、明治30年に司法
省が、２編322条からなる「刑法草案」を刊行した6。いずれの草案においても、
正当防衛の規定は49条に、同一の文言で掲載されている。
49条

急迫不正ノ侵害ニ對シ自己又ハ他人ノ權利ヲ防衞スル爲メ已ムヲ得サル

ニ出テタル行爲ハ之ヲ罰セス但不正ノ行爲ニ因リ自ラ侵害ヲ招キタル者ハ此限
ニ在ラス
若シ必要ナル程度ヲ超ヘ〔エ〕タルトキハ情状ニ因リ其刑ヲ減輕スルコトヲ得
本草案中48条は正当業務行為を、50条は緊急避難を規定したものであり、正
当防衛に関する条文は１か条に整理されている。自招防衛に関する点を除けば、
現行刑法とほぼ同内容の条文となっていることが分かる。
③

明治33年改正案
その次の改正案は２編308条からなるもので、明治33年に提出された。この

間の議論で、自招防衛に関する規定が整理され、現行刑法の規定に大きく近づ
くこととなった。
場合ニ於テ最モ多シト雖モ亦タ〔衍〕之カ爲メニ人ヲ制縛スルコトアリ監禁ス
ルコトアリ其他財産ヲ毀壊スルコトアリ而シテ此何レノ場合ニ於テモ之ヲ罪ト
シテ論スヘカラサルハ當然ナリトス故ニ改正法ハ正當防衞ノ規定ヲ總則中ニ設
ケ一般ノ場合ニ適用スルコトト爲シタリ」というものである。内田＝山火＝吉
井・前掲注（４）205頁。
6

内田＝山火＝吉井編『刑法〔明治40年〕
（２） 日本立法資料全集21』
（信山社、

1993年）25頁。また、吉井蒼生夫編「明治四〇年刑法制定過程略年表」
（
『日本
立法資料全集21』別冊付録）１頁以下参照。
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49条

急迫不正ノ侵害ニ對シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル爲メ已ムヲ得サル

ニ出テタル行爲ハ之ヲ罰セス
若シ必要ノ程度ヲ超エタルトキハ情状ニ因リ其刑ヲ減經スルコトヲ得
明治28年・30年草案49条但書は、旧314条但書に相当する規定であったから、
実質的には旧314条但書が削除されたということになる。その理由は、刑法改
正案参考書（刑法改正案理由書）に示されている。すなわち、
同書によれば、
「現
行法ハ防衛ス可キ侵害ノ程度ニ付キテハ其規定頗ル不十分ニシテ唯第三百十四
條但書ニ於テ不正ノ行爲ニ依リ自ラ招キタル暴行ニ非サルコトヲ示スノミナル
ヲ以テ本案ハ亦此點ヲ明確ニシ侵害ノ急迫ニシテ不正ナルヲ要スルコトヲ規定
シ従テ第三百十四條ノ但書ハ其必要ナキヲ以テ之を削除シタリ」というのであ
る7。
上記資料を見ると、旧314条但書を削除する理由は、新たに急迫性の要件を
置いたので同条を「置いておく必要がない」と説明されている。また、急迫性
要件を置いた理由については、「どのような侵害に対して防衛行為を行ってよ
いのか明らかでなく、但書で、自ら招いた侵害を正当化の対象外とするのみで
あるから、対象を明確にするために、侵害が急迫かつ不正でなければならない
と規定した」と説明されている。つまり、自招防衛は明らかに正当化の対象外
であるが、その他にも対象外とすべき場合があり、それを示すために急迫性要
件を採用したのだと言えよう。これらの説明を合わせると、立法者は、自招防
衛は49条の「急迫不正ノ侵害」に該当しないと考えていたということが分かる
のである。もちろん、過去の立法者意思がそうであったというだけで、現在の
解釈論に決定的な影響を与えるわけではないことは言うまでもない。しかしな
がらこの点は、急迫性否定説に対し、その正当性を主張する材料を与えるもの
と言えよう。
④

それ以降の改正について
これ以降の改正案では、自招防衛に関して特筆すべきことはない。刑法改正

案参考書の説明も、一部削除される部分もあるが、明治30年に出されたものと
ほぼ同内容である。したがって、これ以降の改正案については簡潔に触れるに
7

内田＝山火＝吉井・前掲注（６）515頁。
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とどめることとする。
明治33年以降に提出された改正案としては、第15回帝国議会に提出された明
治34年改正案、明治35年に開かれた２度の帝国議会に提出された改正案、明治
39年改正案、そして明治40年の第23回帝国議会に提出された明治40年改正案が
ある。
明治34年改正案では、正当防衛の規定は46条へと移され、過剰防衛の処理に
ついて、これまでの改正案では任意的減軽のみが定められていたが、「減輕又
ハ免除スルコトヲ得」というように、任意的免除の規定が付け加わった8。第15
回帝国議会に対しては「刑法改正案参考書」が提出されたが、自招防衛に関す
る説明については、明治33年改正案の際に出された参考書と同一の内容が記さ
れている9。
明治35年に開かれた第16回帝国議会で出された改正案では、条文の位置や内
容について変更はなかったが、刑法改正案参考書では、自招防衛に関する説明
のうち、これまでは記載されていた「従テ第三百十四條ノ但書ハ其必要ナキヲ
以テ之ヲ削除シタリ」という部分が削除されている10。この改正案は貴族院にお
いて修正の上可決された11。この修正可決案は衆議院に送付されたものの、衆
議院の会期が終了したため、成立には至らなかった。そのため、同年に開かれ
た第17回帝国議会では、貴族院の修正可決案がほぼ全面的に採用された上で提
出されている12。その際正当防衛の規定は45条に移動させられている13。そして、
明治39年改正案では38条に移され14、明治40年改正案で、現行の36条となった

8

内田＝山火＝吉井編
『刑法
〔明治40年〕
（３）
- Ⅰ 日本立法資料全集22』
（信山社、

1994年）39頁。
9
10

内田＝山火＝吉井・前掲注（８）86頁以下。
内田＝山火＝吉井編『刑法〔明治40年〕
（４） 日本立法資料全集24』
（信山社、

1995年）83頁。これ以降の刑法改正案参考書の記述はすべて同一である。
11

その際、46条２項（過剰防衛）の「若シ」という部分が削除され、
「防衞ニ

必要ナル程度ヲ超エタルトキ」という部分は「防衞ニ必要ナル程度ヲ超エタル
行爲」に改められている。内田＝山火＝吉井編『刑法〔明治40年〕
（５） 日本
立法資料全集25』
（信山社、1995年）31頁。
12

内田＝山火＝吉井・前掲注（11）16頁以下。

13

内田＝山火＝吉井・前掲注（11）327頁。

14

その際、過剰防衛の規定について、明治35年改正案までは「防衛ニ必要ナル
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のである。
第３項

検討

明治28年以降に刑法改正案が提出された際は、議論の便宜を図るために、刑
法改正案参考書15が配布されているが、そこでは一貫して、侵害の急迫性を要
件として規定したのであるから314条但書は不要である、という論法が展開さ
れており、自招防衛の場合は急迫性要件と結びつけて捉えられていたというこ
とが分かる。
しかしながら、そのように考える具体的根拠については明らかになっていな
いように思われ、急迫性否定説が直ちに優位に立つということにはならないで
あろう。立法者が、「不正ノ所為ニ因リ自ラ暴行ヲ招」いた場合をどのような
ものとして想定していたかは定かでない。現在行われている議論に置き換える
と、自招防衛という場面で考えられる「自招」の態様は多岐にわたり、それら
をすべて急迫性と結びつけて考察することは困難であろう。
また、明治23年改正案と、それより後の改正案との間には思考方法の隔たり
がある。明治23年改正案では、自招防衛の場合であっても情状により刑を減軽
するという規定（73条）が置かれていたが、それ以降は削除され、急迫性要件
が前面に押し出されている。しかし、73条の趣旨の規定を置かないこととした
根拠は一切示されていない。「急迫性が否定される一場面として自招防衛があ
るから旧314条但書は不要である」という刑法改正案参考書の解説は理解でき
るが、自招防衛における宥恕の規定を削除したことに対する説明にはなってい
ないように思われる。明治23年改正案は自招防衛の多様性を正面から認め、事
情に応じた減軽を許容していたのに対し、その後の改正案は自招防衛を画一的
に処理する方向へと舵を切り、自招防衛に対する法律の態度は厳しくなったと
言えよう。
第２節

学説の検討

程度ヲ超エタル行爲」とされていた文言が「防衛ノ程度ヲ超エタル行爲」に改
められた（38条２項）
。内田＝山火＝吉井編『刑法〔明治40年〕
（６） 日本立
法資料全集26』
（信山社、1995年）129頁。
15

刑法改正案理由書と呼ばれることもあるが、同一のものである。
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ここからは、自招防衛に関する学説の検討を行っていくこととする16。ここ
では便宜上、戦前の学説と戦後～現在の学説とで項目を分けて検討していくが、
戦前と戦後以降とで議論が断絶しているわけではない。
また、第１項では論者毎にその見解を紹介しているが、戦後以降は多くの論
者が論文等を著して自招防衛に言及するようになったため、第２項からは現行
刑法36条１項の要件に沿って、そこでどのような見解が主張されているかを検
討することとした。
第１項

戦前の学説

（１）旧刑法314条に関するもの17
この時代の文献を見ると、正当防衛に関する説明は総則の中で記述されてい
るものもある。その際は、明治23年に出された「刑法案説明書」のような説明
がなされている18。旧刑法の時代においても、正当防衛に関する論点は現在と
遜色のないほど議論されていたが、ここでは自招防衛に関連する点に限定して
検討を行う。
旧刑法では明文で自招防衛に関する規定が置かれていたため、旧刑法が施行
されていた時期に書かれた文献は、その多くが独立の項目立てで旧314条但書
に言及している。
例えば岡田朝太郎は、「…但書ノ例トシテ常ニ人ノ引用スルハ本夫ノ襲撃ヲ
受ケタル姦夫姦婦ニ防衛權アリヤト云フ問題ナリ本夫ノ此ノ如キ暴行ヲ爲スニ
至レルハ姦通ト云フ一個ノ不法行爲カ其原因ヲ成スナリ而シテ本夫ノ行爲モ
三一三條ニ因リテ單ニ刑ヲ減セラルルニ過キサル所ノ不正行為ナリト雖モ
三一四條但書ノ制限アルカ爲メ姦夫又ハ姦婦ニ於テハ防衛權ヲ有セス」と述
べ19、村田保も、但書の例として、
「例ヘハ姦夫本夫ニ姦所ニ撞見セラレ殴撃ヲ

16

正当防衛全般に関する国内の議論の移り変わりについて、川端博「正当防衛

権の日本的変容」
『松尾浩也先生古稀祝賀論文集』
（有斐閣、1998年）199頁。
17

旧刑法の解釈につき、
大越義久『刑法解釈の展開』
（信山社、
1992年）10頁以下、

川端博『正当防衛権の再生』
（成文堂、1998年）79頁以下。
18

例えば、
岡田朝太郎
『刑法講義
（訂正再版）
（
』明治大学出版部、
明治38年）
161頁。

19

岡田・前掲注（18）172頁以下。ただし、岡田は旧314条但書の適用範囲を解

釈によって制限すべきとする立場の論者である。
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受クルト雖モ本夫ヲ殺傷スルコトヲ得サルノ類」と述べている20 21。また、小疇
傳も「自己ノ責任ニ歸スヘキ違法ノ行爲ニ依リ招キタル他人ノ違法ナル攻撃ニ
對シテハ正當防衛ヲ行フコトヲ得サルナリ」と述べており、村田や小疇の見解
からは、
旧314条の適用範囲を解釈によって限定しようとする姿勢は見られない。
これに対して古賀廉造は、「我ノ不正行爲カ彼ノ生命ヲ危ウスルトキハ我ハ
防衛權ヲ失ヒ之ニ反シ我ノ不正行爲ハ彼ノ生命ヲ危ウセサルトキハ我ハ常ニ防
0

0

0

0

衛權を有スルナリ」というように、挑発行為の性質に応じて正当防衛権の有無
を決すべきであると主張している22。その理由として、まず挑発行為が生命に
危険な行為であるときは、被挑発者はそれに対して正当防衛をなし得ると説明
されている23 24。次に挑発行為が危険でないときについて、古賀は旧309条や旧
311条を援用し25、旧309条における行為者も旧312条における「本夫」も、
「暴行
人」ないし「姦夫又ハ姦婦」を殺傷した場合は罪を宥恕されるにとどまり、免
除されることはないのであるから、行為者の所為が「既ニ犯罪ヲ構成スル以上
ハ彼ハ我〔行為者＝筆者注〕カ殺傷ノ所爲ニ對シテ防衛權ヲ行フ能ハサルノ理

20

村田保『刑法註釋（再版）第六巻』
（明治14年）18頁。

21

このほか、高木豊三『刑法義解』
（時習社、明治14年）852頁以下。

22

古賀廉造『刑法總論』
（出版者、出版年不明）314頁。

23

古賀・前掲注（22）314頁以下。古賀は、旧314条但書は「正当防衛に対する

正当防衛は不可能である」ということを明らかにするために設けられた規定で
あると理解している。そのように理解する場合、
「不正ノ所爲」とは「権利の
ない行為全般」ではなく、
「正當防衛權ノ執行ヲ促スニ足ルノ程度ニ在ル行為」
と理解すべきことになる。
24

これに類似の見解として、宮城浩藏『刑法正義 下巻（明治大学創立百周年

記念学術叢書第４巻）
』
（明治大学、1984年）663頁以下がある。宮城は、被挑
発者が旧309条に基づく宥恕を受け得る地位あるいは正当防衛が可能な地位に
あるときは挑発者に正当防衛権は存しないが、被挑発者がそれらの地位にない
ときは、挑発者は正当防衛が可能であるとしている。
25

旧309条は「自己ノ身体ニ暴行ヲ受クルニ因リ直チニ怒ヲ発シ暴行人ヲ殺傷シ

タル者ハ其罪ヲ宥恕ス但不正ノ所為ニ因リ自ラ暴行ヲ招キタル者ハ此限ニ在ラ
ス」と、旧311条は「本夫其妻ノ姦通ヲ覚知シ姦所ニ於テ直チニ姦夫又ハ姦婦ヲ
殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス但本夫先ニ姦通ヲ縦容シタル者ハ此限ニ在ラス」
と規定していた。なお、古賀・前掲注（22）315頁は旧312条を援用しているが、
直後に旧311条の事例を説明していることから、
旧311条の誤りであると思われる。
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ナシ」と言うのである26。そして、例えば姦通の事例においては、「姦通ハ不正
ノ所爲タルヲ失ナハスト雖モ姦通ノ責任ハ姦夫姦婦ノ生命ヲ失ナハシムルニ至
ルヘキモノニ非ス然ルニ本夫姦夫姦婦ノ生命ヲモ奪ハントスルニ付テハ姦夫姦
婦ハ固ヨリ手ヲ拱シテ其死ヲ俟ツ可キモノニ非サルカ故ニ其防衛權ヲ行フヲ得
ルヤ蓋シ疑ヲ容レサルナリ」として、姦夫姦婦の正当防衛権を肯定するのであ
る27 28。
古賀の見解がそうであったかは明らかでないが、旧314条但書の規定に対し
て否定的な見方をする論者は少なくなかった。先に引用した岡田は、姦通の事
例について旧314条但書を適用することに異論はないとしているが、他人の田
畑をみだりに通行しようとした者を想定して、旧314条但書を批判する。すな
わち、この場合、通行行為は旧429条15号29の罪に該当するため、不正の行為
であることは論を俟たないが、田畑の所有者が怒って通行者を殺害しようとし
たときは、旧314条が適用されるので通行者に防衛権はないと言わざるを得な
いことになる。しかし、それは不当であると主張しているのである30。その上で、
旧314条但書がなければ姦通の事例を捕捉することができないという批判に対
して一定の理解を示しつつ、「相手方ノ侵害ハ一個ノ犯罪タルコトヲ考ヘサル
可カラス而シテ人ノ身體又ハ生命ヲ害スルト云フハ重大ナル侵害タルヲ回顧セ
サル可カラス初ニ不正行爲アリタル者ハ之ヲ處罰スルニ付テ國法上別ニ其途ヲ
設ケタルモノナルカ故ニ其一私人ノ私ノ制裁ニ對スル防衛權ヲ奪フノ理由ヲ生
26

古賀・前掲注（22）315頁。

27

古賀・前掲注（22）315頁以下。この点につき、中義勝＝浅田和茂「古賀廉

造の刑法理論」吉川経夫ほか編著『刑法理論史の総合的研究』
（日本評論社、
1994年）126頁は、
当時は過剰防衛の観念が欠けていたために、
古賀の見解は「必
ずしも今日の理解とは一致しない」としているが、今日の理解からしても、姦
通の事例において姦夫姦婦が本夫に対する正当防衛権は制限されないと考える
ことは十分可能であるように思われる。
28

同旨の見解として、
富井政章『刑法論綱（全）
』
（寳文館、
明治22年）227頁以下。

富井は旧314条但書の規定を置いたこと自体が不当であったと指摘する。
29

旧刑法429条は、第４編（違警罪）中の１条文で、全18号からなる。このう

ちいずれかに該当する行為を行った者は５銭以上50銭以下の科料に処すること
とされ、18号は「通路ナキ他人ノ田圃ヲ通行シ又ハ牛馬ヲ牽入レタル者」と規
定されていた。
30

岡田・前掲注（18）173頁。
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セサルモノト云ハサル可カラス」としている31。
この見解は一見、軽微な不正に対して重大な侵害を加えようとする者に対し
てはなお正当防衛を可能とすべきであるという主張のようにも見えるが、岡田
はこれ以前の論考の中で、「正当防衛権を喪失するか否かは侵害招致行為の不
正性の大小によって決すべき」とする見解に対して、①法律違反の所為はすべ
て不正であり、不正性の小さい行為であっても法律が刑罰を科している所為を
不正でないということはできない、②不正性の大小が裁判官の恣意によって決
せられる虞れがある、と述べてこれを批判していることから、岡田がこのよう
な立場に立っていないことは明らかである32。
岡田は、旧314条但書は、不正の所為に因り、「故意ヲ以テ」暴行を招いた者
の防衛権を喪失させる趣旨であると解している33。ここでいう故意とは、現在
の議論における「故意的挑発」のことではなく、意図的挑発を指すものであ
る34。すなわち岡田は、ボワソナード草案350条但書の「過失ニ因リ」という文
言と旧314条但書の「不正ノ所爲」を比較し、旧314条但書は過失の場合につい
ては規定せず、意図的挑発の場合のみを規定していると主張する。そのように
解釈すると、故意（意図）をもって行われた侵害招致行為の不正性が極めて軽
微であっても、法律に反する以上は防衛権を喪失するが、意図せず侵害を招い
てしまった場合、当該侵害行為が権利行為でないのであれば、依然防衛権は喪
失しないとされる。すなわち、姦通の事例においては、「故意ニ本夫ノ暴行ヲ
迎ヘテ殺傷スルノ意ナキ場合ニハ本夫ノ襲撃ハ權利行為ナラサル
（第三百十條）

31

岡田・前掲注（18）173頁以下。岡田の論述からは、姦通の場合は他人の田

畑へ侵入するよりも違法の程度が高く、正当防衛権を否定すべきという主張が
看取されるが、本当にそう言えるかについては検討を要する問題であろう。姦
通の事例につき正当防衛権を否定すべきか肯定すべきかという点については、
「不正ノ所爲」を制限的に解する見解の内部でも、結論は定まっていないよう
に思われる。
32

岡田朝太郎『日本刑法論：完』
（有斐閣書房、明治27年）339頁以下。

33

岡田・前掲注（32）341頁。

34

岡田はボワソナード草案の註釈を参照し、起草者は意図的挑発事例が発生す

るのを防止するために自招防衛を排除する規定を置いたとして、旧314条但書
も同様に意図的挑発を排除する趣旨であると考えたのである。岡田・前掲注
（32）
341頁以下。
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ヲ以テ防衞權ヲ喪失セス」と言うのである35 36。
次に、堀田正忠は、旧314条但書の例として、姦通の他に、他人を殴打して
激怒させた場合を挙げ、旧314条但書の意義につき、自招防衛の場合でも侵害
に対する正当防衛を認めると、「正當防衛ノ不論罪ヲ恃ンテ他ノ暴行ヲ招キ遂
ニ其殺傷ノ目的ヲ遂ケント謀ル者」が出てくる虞れがあるため、それを防ぐた
めの規定であるということを、高木豊三の著作を引用して説明している37。し
かし堀田は、挑発行為が「身體生命ヲ防衞スルノ已ムヲ得サルニ非サル以上ハ
人ヲ殺傷スルノ權ナシ妻ノ姦通ヲ發見シタル本夫亦然リ唯法律上其罪ヲ宥恕ス
ルノミ決テ其罪ナシトスルモノニ非サルナリ」と主張する。その上で、被挑発
者が暴行を受けて怒りを発し、あるいは姦通現場に居合わせて挑発者を殺傷し
た場合は法律により宥恕されるにとどまるので、被挑発者の侵害行為が正当化
されるわけではないのであるから、「挑發者姦通者ハ其罪ナキニ非スト雖モ而
モ非理ノ襲撃ヲ免カレンカ爲メ正當防衛ノ權ヲ行ヒタルノ點ニ至テハ之ヲ罪ス
ルヲ得サルナリ」と述べ、意図的挑発事例が出てくる懸念はあるものの、「萬
一ノ弊ヲ顧慮シテ天賦ノ防衛權ヲ妨クルカ如キハ正明ノ理論ニアラサルナリ」
として、堀田は結論として旧314条但書を削除すべきであると主張している38。
堀田は、旧314条但書がなければ意図的挑発事例を防ぐことはできないと理
解しているが、それでも但書を削除すべきことを主張している。そこでは、被
挑発者であっても侵害は違法であるという点が強調され、但書のような、どの
ような挑発態様であっても画一的に正当防衛の成立を否定する構造に対して反
対の態度が示されているのである。堀田は、自招防衛を旧314条本文から切り
離して考察しているため、意図的挑発事例が発生しても、
堀田の見解によれば、
正当防衛の成立は否定されないこととなろう。
勝本勘三郎は、旧314条但書の意義を「自己ノ失錯、落度若クハ失行即チ自
己ニ責任ヲ引ク可キ不法ノ行爲ニヨリ他人ヲシテ自己ニ暴行ヲ加ヘサル可カラ
35

岡田・前掲注（32）344頁以下。

36

先の田畑にみだりに侵入した事例では、通行者は挑発意思を有していなかっ

た事例と理解すべきことになろう。仮に挑発意思を有していた場合には、正当
防衛の成立は否定されよう。
37

堀田正忠『刑法釋義巻之三』
（明治16年）221頁、高木・前掲注（21）853頁。

この説明は、立法者意思とも合致するようである。
38

堀田・前掲注（37）221頁以下。
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サルニ至ラシメタル者ハ之ニ對シテ正當防衛ヲ爲スノ權ヲ失フ可シト云フニ
在」リとした39。これは、「不正ノ所爲」には広く過失も含むという趣旨である
と思われるが、その理由は、意図的挑発事例が発生したときに、「假令事實上
人カ豫メ謀テ人ヲ殺傷シタルモノニ非サル可シト雖モ之ヲ甄別スルコト甚タ困
難ナルカ故ニ正當防衛ノ權ヲ喪失スルコトトス可シト規定」することで、人民
に対し、固有の正当防衛権を失いたくなければ常に「不正ノ所爲」を行わない
よう注意させるためであると説明している40。その際「不正ノ所爲」の解釈につ
いて、「有意ノ所爲ハ勿論過失ノ如キ無意ノ所爲ヲモ亦之ヲ包含スヘキ廣キ文
字ナリト雖モ法文ニハ『因リテ自ラ暴行ヲ招キ』トアリ…暴行ヲ招ク可キコト
ヲ豫知スルニ足ルヘキ有意ノ行爲ヲノミ指スモノトス」というように、過失に
基づく挑発については但書の適用範囲から除外されるとしている41。この点は、
岡田朝太郎の見解と軌を一にするものと言えよう。
勝本は、自己の見解を述べる前に２つの見解を参照し、それぞれに批判を加
えている。
一つ目はどの論者による見解か明らかにされていないが、旧314条但書に該
当する場合というのは、挑発行為が現在で言うところの「急迫不正の侵害」に
該当するものであるとするものである。そうすると、旧314条本文に言う「暴
行人」こそが正当防衛に出ていることになるから、正当防衛に対して正当防衛
を行うことはできないため、挑発者は防衛権を喪失するというのである。しか
し勝本は、暴行人は違法に行為する者であるから不当な解釈であるとして批判
している42。
二つ目の見解としては、先に挙げた岡田朝太郎の見解が引用されている。勝
本は岡田が主張した先の見解に対し、①「過失ニ因リ」の仏語は“par sa faute”
であるが、これは単に過失のみを意味するものではなく、「自己に責任を引く
可き失行」を意味するのであって、過失を排除したわけではない、②論者の見
解の通りに解すると、旧314条但書は「謀殺は謀殺である」ということを明言し

39

勝本勘三郎『刑法析義各論下巻』
（講法会、有斐閣書房、明治33年）120頁。

40

勝本・前掲注（39）120頁以下。

41

勝本・前掲注（39）121頁以下。

42

勝本・前掲注（39）112頁以下。
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ただけであり、条文として記載する意味がなくなる、と批判している43。勝本
は岡田の見解のみを引用してこれを批判しているが、ボワソナード草案との比
較の点は別として、旧314条は意図的挑発を想定したものであるとする見解に
対しても、この批判が向けられることとなろう。
（２）現行刑法に関するもの
まず牧野英一は、「防衛者カ侵害行為ヲ豫見シ、且正當防衛ヲ爲スノ意思ヲ
以テ、違法ニ其ノ侵害者ヲ挑發シ、其ノ侵害ニ原因ヲ與ヘタルトキハ、其ノ侵
害ヲ以テ急迫ナルモノト稱スルコトヲ得ルカ」と問題を提起しており、自招防
衛の問題を急迫性の問題に位置づけているようである。この場合、防衛者の行
為を不論罪とすることが不当である、ということについては異論が無いとした
うえで、その根拠については、①急迫性、もしくは「已ムコトヲ得サルニ出テ」
という要件を欠くとする見解、②防衛行為は正当防衛であるが、その正当防衛
を利用する行為が罪となるとする見解、そして③正当防衛の権利を濫用するも
のであるから正当防衛にはならないとする見解があり得るとした。そして牧野
は、防衛者は侵害を予期したとしても退避する義務はないし、防衛者の不正行
為によって侵害を招いた場合であっても、侵害が不正であったときは正当防衛
が可能であるとしつつ、「然レトモ、其ノ侵害ヲ豫見シ、而モ自ラ違法ニ其ノ
侵害ヲ挑發シ、且豫メ之ニ對シテ正當防衛ヲ爲スノ意思ヲ有スルトキハ、其ノ
行爲ハ正當防衛ノ本来ノ使命ヲ逸脱スルモノニシテ一ノ濫用ナリト謂ハサルヘ
カラス」として、③の権利濫用説が妥当であると主張した44。ただし、不正の暴
行により侵害を招いた場合であっても、「相手方が防衞者の當然豫想すべき程
度を超えて不正の侵害を爲したる場合」には正当防衛が許されなければならな
いとし、その根拠として大判大正３年９月25日刑録20輯1648頁を引用してい
る45。
43

勝本・前掲注（39）113頁以下。

44

牧野英一『日本刑法 上巻』
（有斐閣、1938年）353頁以下。牧野は、③説は、

急迫性や「已ムコトヲ得サルニ出テ」の要件を肯定する点で①説と異なり、防
衛行為そのものが犯罪の実行であると考える点で②説と異なるとしている。な
お、同『刑法研究 第九巻』
（有斐閣、1940年）９頁。
45

牧野英一『刑法總論』
（有斐閣、1940年）214頁。大正３年判決については第

２章で検討する。
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次に宮本英脩は、「〔刑法36条１項の要件〕の外に、急迫不正の侵害は防衛者
に於てこれを誘發したのでないことを要するかの問題があ」るとした上で、
「こ
れは正當防衛その者としては斯かる條件は必要でないが、若し誘發の事實があ
れば、別に防衛の結果について全體として故意又は過失の責任があると解すべ
きである」と主張し、牧野が紹介した見解の中の②説を支持している46。その根
拠として、宮本は、「元来法が一定の行爲を命じ、又は禁止するのは、その行
爲を爲し、又は爲さざることが、社會の利益に適し法の目的に副ふゆゑんだか
らであつて、これに違反した行爲があつた場合に、法が行爲者の意思を承認し
て、これにその欲する効果を付與するが如きことはあるべからざることであ
る。」と説明し、また、
「…違法行為者が斯やうな関係を利用して權利を獲得し、
それを行使してその目的とする一定の結果を發生せしめた場合には、その權利
行使たる限りに於て、違法阻却原因の具はる場合であることは爭はれない。」
としつつも、法律上の行為はすべて関係のある規範に照らして相対的に考える
べきであるから、
「最初に斯やうな權利が發生するやうに仕向けた故意または
過失に基づく違法な態度は、又た別に觀察されなければならない」と主張した
のである47。これは、後述する「原因において違法な行為」の理論と概ね同内容
であると考えられる。
また、泉二新熊は、甲が故意又は過失によって乙を傷害して逃走し、乙が憤っ
て甲を追いつめて殺傷しようとした、という事例を設定し、この場合、乙の攻
撃は甲に対する復讐行為であるので不法の侵害であることは免れないため、甲
は乙に対して正当防衛を行うことができると説明している。しかし、「緊急防
衛ニ藉口シテ人ヲ害スル目的ヲ以テ急迫ナル侵害ヲ誘致シ其侵害アルヲ待テ加
害行爲ヲ爲スハ犯罪ヲ構成スルモノト解セサル可カラス蓋斯ノ如キ行爲ハ権利
ノ濫用ニシテ法律秩序ノ觀念ト相容レサル不法行爲ニ外ナラサルナリ」
として、
牧野と同じく、③説に立って正当防衛の成立を否定している48。泉二の考えは
46

宮本英脩『刑法大綱』
（弘文堂書房、1935年）97頁。

47

宮本・前掲注（46）85頁以下。

48

泉二新熊『日本刑法論上巻（總論）
』
（有斐閣、1933年）382頁以下。同書は

旧刑法314条但書にも言及し、この規定によれば、軽微な違法行為によって被
挑発者を怒らせ、被挑発者に殺害されそうになったときは、
「甘シテ其犠牲ニ
供セラルルカ然ラサレハ之ヲ防衞スルニ付テ刑責ヲ負擔セサルヲ得サルモノト
解セラルル虞アリ」として、同規定の不当性を指摘している。
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牧野と概ね同様であって、自招防衛の事例で正当防衛の成立が否定されるのは、
防衛者に積極的加害意思があった場合のみであると考えているようである。
従って、先の事例も、積極的加害意思が存在していないのであれば、正当防衛
の成立はなお肯定され得よう。
ここまで見てきた論者の見解はいずれも自招防衛の場合は正当防衛権を制限
すべきとするものであるが、大場茂馬はこれらの論者とは異なり、自招防衛の
場合でも正当防衛権は制限されないと主張している。すなわち大場は、「侵害
ニシテ違法且有責ナル以上ハ其侵害ハ防衛者ノ行爲ニ因リ之ヲ招キタル場合ナ
ルト否トハ之ヲ問フ所ニ非ス。例ヘハ甲者ハ大ニ乙者ヲ嘲笑シタル爲メ乙者激
怒シテ甲者ヲ殺害セントシタル場合ニ於テ其殺害セントスル行爲カ違法且有責
ナル以上ハ甲者ハ之ニ對シ防衛行爲ヲ行フ權アルモノトス」と主張している49
50

。また、江木衷も、旧刑法314条但書が削除されたことのみならず、「本夫ノ

暴行ハ權利ニ基カサル不正ノ行爲ナルカ故ニ之ニ對シテ正當防衞ヲ為スコトヲ
得ヘシ」と主張している51 52。

49

大場茂馬『刑法總論下巻』
（中央大学、1913年）561頁。もっとも、大場はこ

のことを侵害の「不正性」との関係で論じており、急迫性については不正性の
次の項で扱われている。そのため、いわゆる意図的挑発の場合には急迫性が否
定されると解する余地もないではないが、大場は急迫性を規範的に解そうとは
しておらず、また、
「侵害カ違法且有責ナル以上ハ其侵害行爲は防衛者ニ於テ
之ヲ豫見シ得タル場合ナルト否トハ之ヲ問フ所ニ非ス」と説明していることか
ら、大場の見解によれば、意図的挑発の場合であっても正当防衛権は認められ
ることになろう。急迫性については同書561頁以下。
50

また、
富田山壽『日本刑法 総論（第二巻）
』
（講法會、
1917年）170頁以下も、
「侵

害カ故意、過失ニ基キタルト否ト」を問わず、客観的に違法な人の侵害に対し
てはおよそ正当防衛が可能であるとしている。
51

江木衷『日本刑法通義

全』
（日本法學會、1918年）84頁。姦通以外の態様

による挑発の場合の処理については述べられていないが、旧314条但書を削除
したことや、本夫の侵害の不正性を指摘していることからすれば、姦通以外の
場合であっても正当防衛権は認められることになろう。また、江木は、旧刑法
314条但書に対しても「理論ノ正確ヲ得タルモノニアラス」と批判しており、
旧刑法の時代においても姦通の場合には正当防衛権を認めるべきと主張してい
た。江木衷『現行刑法原論』
（有斐閣書房、明治27年）191頁以下。
52

江木・前掲注（51）
『日本刑法通義』85頁は姦通事例の解決につき、法律上
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第２項

戦後～現在の学説：内部的解決

続いて、戦後以降の学説の検討に入る。本項ではまず内部的解決を図る見解
から順に紹介し、次項において、外部的解決を図る見解を検討する。ただし、
権利濫用説や原因において違法な行為の理論といった外部的解決の見解は、そ
の発祥はドイツの学説であることから、詳細な検討については第３章に譲り、
概観を述べるにとどめた。
第１款

急迫性否定説

（１）侵害回避義務論によって急迫性を否定する見解
このような見解を主張する論者はまず、正当防衛と緊急避難の異同について
論じ、正当防衛には「現場に滞留する利益」が優越的利益として被侵害者の側
に加算される点で緊急避難と異なるとする53。次に、正当防衛の目的は緊急避
難と同様に「利益衝突状況の合理的な解消」であり、この観点を強調すれば、
侵害が現実化する以前の段階において、被侵害者が侵害を確実に予期し、自ら
の正当な利益を犠牲にすることなく不正の侵害を事前に回避できるのであれ
ば、被侵害者に対して利益衝突を回避する行為を要求する余地があるとし、侵
害回避義務の存在を肯定する54。特に自招防衛においては、
「挑発行為者につい
て正当防衛が制限・否定されるのは、行為者が事前に不正の侵害を招かないよ
うに行動すべきであり、かつ、行為者の事前の主観的・客観的状況にかんがみ
れば、それが十分に可能であったことが理由とされていると考えるべき」であ
るとする55。
論者はまた、積極的加害意思論に対しても批判を投げかけている。すなわち、
積極的加害意思とは侵害に臨むときの「心構え」のようなものであり、
「心構え」
自体は「内心の心情にとどまるものであり、対抗行為の客観的態様に直接的な
影響を及ぼすものではない56。また、侵害を事前に回避する可能性を根拠付け
の議論と感情論を混同すべきではないと説いており、姦通事例において姦夫姦
婦の正当防衛権を制限すべきとする見解が根強く主張されていることが看取さ
れよう。
53

橋爪隆『正当防衛論の基礎』
（有斐閣、2007年）86頁。

54

橋爪・前掲注（53）87頁以下、305頁。

55

橋爪・前掲注（53）304頁。

56

同旨の指摘として、山中敬一『正当防衛の限界』
（成文堂、1985年）190頁。
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るのは侵害の予期であり、積極的加害意思の存否はこれとは全く無関係である」
から、「積極的加害意思とは行為の法益侵害性の評価と全く無関係な心情要素
にすぎない」として、積極的加害意思が正当防衛の成否に影響を及ぼすべきで
はないと主張しているのである57。
しかし論者は、急迫性要件を純客観的に理解すべきと主張しているわけでは
なく、急迫性要件において主観的事情を考慮することを正面から認めている。
すなわち論者は、客観的事実のみから正当防衛の成否を合理的に判断できない
場合があるとし、その例として、ナイフを購入した帰路にたまたま通り魔に遭
遇した場合と、喧嘩相手に呼び出され闘争目的でナイフを携帯して出かけた場
合を挙げ、いずれの場合においてもナイフを実際に使用する状況になれば反撃
行為の客観的態様が異なるわけではないから、前者の場合は正当防衛の成立を
肯定し、後者の場合には否定しようというのであれば、「その区別の根拠は行
為者の主観面に求めざるを得ないように思われる」と述べているのである58。
以上を前提として論者は、侵害回避義務が認められるにもかかわらず侵害が
現実化したときは、「その侵害は過去において解消すべきものであり、規範的
には切迫したものとはいいがたいことから、侵害の急迫性を否定して、対抗行
為の正当化を否定すべきである」と主張するのである59。
このような論者の見解に対しては、正当防衛においていわゆる退避義務の存
在を認めないという通説的な見解を採る論者から批判が提起されている。例え
ば、この見解は合理的な利益の有無や、特段の負担の有無という基準を用いて
回避義務の範囲を制限しようとしているが、「それをしないことに特別な負担
はない場合や同一の目的が達成できる場合があってもなお行動の自由に属する
言動が存在しうる以上、特別な負担の有無よりも違法行為の有無により限定を
図るべきである」という批判60や、「事前の義務違反それ自体を根拠に正当防衛
を否定することは、実行行為でないものを犯罪行為として処罰することにほか

57

橋爪・前掲注（53）234頁以下、同「正当防衛における『急迫不正の侵害』
」

西田＝山口＝佐伯編「刑法の争点」
（有斐閣、2007年）41頁。
58

橋爪・前掲注（53）238頁以下。

59

橋爪・前掲注（53）91頁以下、324頁、同・前掲注（57）41頁。

60

中空壽雅「自招侵害と正当防衛」現代刑事法５巻12号（2003年）30頁。
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なら」ないという批判が提起されている61 62。
また、急迫性要件において主観的事情を考慮するという点についても、わざ
わざこのように主張する意義があるかはなお慎重な検討を要する。論者の挙げ
たような通り魔の場合と喧嘩闘争の場合とを比較すると、ナイフを使用すると
いう防衛行為の客観的態様は確かに同一であるかもしれない。しかし、防衛行
為を行うに至った「契機」を見れば、そもそも「通り魔」と「喧嘩闘争」という
ように、客観的事情が決定的に異なっているのであるから、裁判において当該
契機に関する事実認定が行われる限り、あえて主観的事情に言及しなくとも、
通り魔の場合は正当防衛の成立が肯定され、喧嘩闘争の場合は否定されるとい
う結論を導くことは可能であるように思われる。
（２）原因において違法な行為の理論と急迫性要件を結びつける見解
原因において違法な行為の理論は外部的解決から唱えられる見解であるが、
日本の学説の中には、同理論を急迫性要件と結びつけて論じているものがある
ので、急迫性否定説の一つとして、この見解を紹介する。
この見解を唱える論者は、急迫性について言及する際、「急迫性が否定され
るのは、おそらく、相手を挑発する行為あるいは攻撃を予想しながら相手に近
づく行為が、相手の攻撃を利用してこれを傷つけようとしたとみられうる場合
に限られるであろう。いわゆる『原因において違法な行為』の法理である」と
述べている63 64。

61

林幹人『刑法総論（第２版）
』
（東京大学出版会、2008年）189頁、同「書評
橋爪隆著『正当防衛論の基礎』
」書斎の窓573号（2008年）52頁以下。

62

このほか、侵害回避義務論全般について批判的検討を加えるものとして、照

沼亮介「侵害に先行する事情と正当防衛の限界」筑波ロー・ジャーナル９号（2011
年）130頁以下、同「急迫性の判断と侵害に先行する事情」刑雑50巻２号（2011
年）156頁以下。また、平成20年決定を読み解くに当たり、侵害の予期を問題
とせずに自招防衛の事例を解決するという判例の論理は、退避義務論の考え方
からは示されないと指摘するものとして、山口厚「正当防衛論の新展開」法曹
時報61巻２号（2009年）18頁。
63

平野龍一『刑法総論Ⅱ』
（有斐閣、1975年）235頁。

64

橋爪・前掲注（53）261頁は、中義勝『講述犯罪総論』
（有斐閣、1980年）

133頁も原因において違法な行為の理論を急迫性要件と結びつけている旨説明
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原因において違法な行為の理論に対する批判は、同理論を扱う際に紹介する
が（第３章）
、この理論は、防衛行為それ自体は正当防衛として扱われること
を前提とするものである。それにもかかわらず急迫性が否定されるという論者
の主張は、原因において違法な行為の理論と両立し得ないと思われる65。
（３）危険の引き受け説
危険の引き受けを根拠として正当防衛の成立を否定しようとする論者によれ
ば、自招防衛においては「行為者に（高度の）危険の引き受けがあること」が重
要であるとされる。すなわち、「相手を侵害するために、相手の攻撃が十分に
予期されるにもかかわらず、自ら進んでその攻撃の危険に自分の法益をさらし
た場合、もはやその法益は要保護性を失ったものとして、正当防衛の『急迫性』
要件の充足を否定する」と述べ、その意味において積極的加害意思を急迫性要
件の内容として認めている66。
本稿も、積極的加害意思を急迫性要件において考慮することを認める立場に
立つものである。しかし、危険の引き受けを根拠として積極的加害意思論を肯
定することができるかは、なお留保を要しよう。というのは、挑発者が事実上
危険を引き受けなくとも侵害者を挑発するという場合も考えられるからであ
る。例えば、自宅から電話で侵害者を挑発し、侵害者がナイフを持って家に押
し掛けてきたところを、窓から拳銃で撃つような場合である67。
第２款

不正性否定説

不正性否定説とは、自招した侵害は不正な侵害ではないとする見解である。
すなわち、論者によれば、自招侵害の事例を解決するに際して着目すべきなの
している。同書は「相手方の攻撃を挑発し、または攻撃を予想してその機会に
迎撃するといった場合には急迫性が否定されるものと思われ」るとしており、
確かに平野説の表現と類似しているが、この表現のみからは、直ちに同説が平
野と同様の見解であるとまでは断定し難いように思われる。
65

同説に対する批判として、橋爪・前掲注（53）261頁、山中・前掲注（56）

187頁以下。
66

林・前掲注（61）
『刑法総論』199頁。このほか、同書189頁も参照。

67

実際にも福岡高判昭和60年７月８日刑月17巻７＝８号635頁が、これと類似

の事案について判断している。同裁判例の検討は第２章において行う。
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は、利益衝突が現実化する前の、対立状況の発生原因であるとして、自招行為
者が発端となって対立状況を発生させた場合は、侵害者との関係は「正」対「不
正」ではなく「不正」対「不正」であるとして、正当防衛の要件論の中では不正
性を欠くとするのが適切であると主張する68。そして、このような場合には、
両者はいわば「どっちもどっち」というような対等の関係にあるのだから、衝
突が現実化した場合には、緊急避難の限度での対抗を認めるべきであるとす
る69。
しかし、
「正」対「不正」という考え方は、正当防衛を説明するための一つの
スローガン的な方法に過ぎず、それ自体が解釈論に影響を与えるような性質を
有しているわけではないように思われるから、この点を強調して正当防衛を否
定する根拠と考えるのは困難ではないだろうか。また、仮に「不正」対「不正」
の関係を肯定するとしても、侵害行為は当然「不正」であるはずである。自招
行為者の利益状況が「不正」だから侵害が「不正」ではないとする点には、若干
の困難が伴うであろう。というのは、36条１項において、
「不正」という文言
が相対的に判断され得るのか疑問であるからである。例えば、挑発者 X が、
A に対して意図的挑発をする意思を有しながら A を侮辱したところ、A と、
傍にいた親友 B の２人が同時に、同様の侵害行為をしてきた時に、X から見
て A の侵害は「不正」でないから防衛行為が制限されるが、B の侵害は「不正」
であるから正当防衛を行ってもよい、ということになるはずである。論者の見
解によれば、このような状況は問題なく是認されよう。しかし、仮に A との
相対的な関係において侵害が「不正」でないとするのであれば、X に対する A
の侵害は罪に問われないと考えなければ一貫しないであろう。しかし、A と
しては侵害を思いとどまることもできたのであり、またそうすべきであったの
であるから、利益衝突状況を招いた責任は当然侵害者にも帰せられなければな
らないはずである。挑発された侵害者であるからといって、侵害行為が不正で
はないと言うことはできないように思われる（侵害行為それ自体が正当業務行
為、正当防衛、緊急救助、あるいは緊急避難に該当する場合は不正性を欠くの
は当然であることは先に述べたとおりである。）。

68

髙山佳奈子「正当防衛論（下）
」法教268号（2003年）70頁。

69

論者はまた、平成20年決定についてもこの要件による解決を試みている。髙

山佳奈子「
『不正』対『不正』状況の解決」研修740号３頁。
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第３款

防衛の意思否定説

刑法36条１項の「防衛するため」とは「防衛の意思」を意味し、自招防衛の場
合には防衛の意思が欠けるとして正当防衛の成立を否定する見解は、防衛の意
思を要求しない学説からはもちろん主張されていない。このような主張をする
のは、行為無価値論の立場から、防衛の意思を必要と解する論者である。
例えばある論者からは、「急迫不正の侵害が、防衛者自ら誘発したものであ
るばあい、これに対して正当防衛ができるか。誘発せられた侵害も急迫不正た
りうるしそれに対する已むことを得ざる防衛も可能であるが、ただ最初から正
當防衛による殺傷の意思をもつて侵害を誘発したばあいは、純粋に防衛の意思
ということはできないから、正當防衛は成立しないと考える」として、意図的
挑発の場合においては防衛の意思が否定されると解している70 71。
また、別の論者は、「多くの場合は、挑発された者の攻撃は、挑発した側で
あらかじめ予想していることで、官憲の保護を求めるいとまがないほど切迫し
た加害行為があるとはいえず、また、防衛の意思を欠くという観点から、正当
防衛の要件を欠くものと解せられる」と主張し、他方で、「しかし、挑発によ
る侵害であっても、まったく予想外の不意打ちを受けたときは、正当防衛を認
める余地をまったく否定し去ることはできない」と主張している72。この見解
も、あらかじめ予想された攻撃について防衛の意思を欠くとするものであり、
意図的挑発の場合を念頭に置いているものと思われる。
さて、これらの論者が論じているのは意図的挑発の場合についてのみであっ
て、故意的挑発、過失的挑発の場合についてまで、防衛の意思を欠くとするか
どうかは明らかでない。両論者とも、「意図的挑発の場合には防衛の意思を欠
く」とするのみである。これは、故意的挑発、過失的挑発という場合について
は自招侵害の場合には当たらず、正当防衛が許されると考えていることから、
このような説明の仕方になっているとも考えられるが、藤木は、前述の通り、

70

平場安治『刑法總論講義』
（有信堂、1952年）78頁以下。

71

団藤重光も、
「はじめから反撃を加える意図で故意に侵害行為を誘発したよ

うなばあいには、正当防衛をみとめることができない。
」としており、同旨の
見解であると思われる。団藤重光『刑法綱要総論（第３版）
』
（創文社、
1990年）
238頁。
72

藤木英雄『刑法講義総論』
（弘文堂、1975年）176頁以下。
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自招侵害の場合でも、侵害が予想外であった場合には正当防衛が成立する余地
を認めているのである。この記述の読み方は複数考えられ、積極的加害意思が
あっても、予想外の侵害であれば防衛を認める趣旨とも、
あるいは故意的挑発、
過失的挑発の場合を念頭に置いている趣旨とも考えられるであろう。
これらの見解が、意図的挑発の場合のみを念頭に置いているなら格別、故意
的挑発、過失的挑発の場合にも防衛の意思に影響を及ぼすとした場合には、挑
発を前提としても防衛状況は存在し、それを認識する以上は、防衛の意思が否
定されるわけではない、との批判が可能であろう73。
第４款

防衛のための行為ではないとする見解

前款では防衛の意思必要説からの主張を見てきたが、これに対し、違法評価
の対象を客観面に限定しようとする結果無価値論の立場に立つと、防衛の意思
は要求されず、行為が客観的に防衛に向けられたものであればよいことにな
る74。そして、結果無価値論の立場からは、自招防衛における挑発者の防衛行
為は防衛するための行為ではないとする見解が主張されている。
この見解を唱える論者によれば、①意図的挑発の場合は、挑発行為→侵害行
為→防衛行為の「連関を意図しており、客観的にも因果性が強く、全体として
一連の行為とみなすべきであ」り、すでに挑発行為の時点で防衛行為が始まっ
たと評価し得るので、侵害行為に応じた「防衛するための行為」ではなく、
「形
式上、途中に防衛的な色彩の部分が含まれていても、はじめから一連の攻撃と
評価し得る行為は、正当防衛ではない」と主張する75。他方、②故意的挑発につ
いては、正当防衛の制限基準は意図的挑発とは異なるとし、平成20年決定の事
案を例として挙げた上で、「反撃行為に出ることが正当といえる状況か」とい
73

山中敬一『刑法総論（第３版）
』
（成文堂、2015年）521頁。

74

平野・前掲注（63）243頁、
前田雅英『刑法総論講義（第６版）
』
（東京大学出版会、

2015年）265頁以下、山口厚『刑法総論（第２版）
』
（有斐閣、2007年）124頁。
75

前田・前掲注（74）258頁以下。木村光江『刑法（第３版）
』
（東京大学出版会、

2010年）126頁も、この見解を支持している。また、白取祐司「挑発、攻撃、
『正
当防衛』？」受験新報1995年２月号（1995年）36頁も、
「防衛スル為メ」の要
件は侵害行為と防衛行為の間の因果的連関を要求するとしつつ、挑発行為と防
衛行為の因果的連関が強く全体として一連の行為とみなし得るときは、侵害行
為と防衛行為の因果的連関は問題とされず、正当防衛は否定されるとする。
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う概念よりも、
「防衛のためのものなのか」と言ったほうが判断しやすいと述
べるにとどまり、故意的挑発を処理するための具体的な下位基準は示されてい
ない76。そして、③過失的挑発の場合も同様の基準が用いられるが、原則とし
て正当防衛は制限されないが、「自己の行為によって侵害を招いており、防衛
行為の相当性が欠け、過剰防衛になる場合が多い」と指摘している77。
ここで問題となるのは、「防衛のためとは言えない行為」とは具体的にどの
ような行為を指すのかという点であるが、論者はこれまでに積極的加害意思が
問題となった判例を分析し、正当防衛の成立が否定されるのは①攻撃行為と防
衛行為が同時になされたと客観的に評価し得る場合、
②相互に挑発行為があり、
そのうちの一方のみを攻撃行為として捉え、それに対する防衛を認めるのが不
合理な場合、③攻撃に先行して防衛者が挑発行為を行っていた場合、④防衛者
に十二分の攻撃準備が存在する場合、⑤防衛行為の相当性を著しく欠く場合の
いずれかに該当したときであると説明している78。
この見解に対しては、「防衛するため」の行為と言えない根拠が十分に示さ
れておらず79、これらの帰結は正当防衛の基本原理から論理的に演繹されたも
のではないため、恣意的な適用の危険があるのではないかという批判80や、挑
発行為と防衛行為が密接な関連性を有しているという理由で両者を一つの行為
とみなすのであれば、なぜ全体として「攻撃行為」ではなく「防衛行為」になる
という結論を採ることができないのかが不明であるという批判81がなされてい
る。
また、別の論者は、意図的挑発の場合、挑発者は以後の事象経過を「支配・
操作」しており、自己に対する急迫不正の侵害を自己の行為の所産として意図
的に生じさせているのだから、「侵害から自己の生命・身体を保全しようとい
76

前田・前掲注（74）259頁以下。

77

前田・前掲注（74）261頁。

78

前田雅英『刑法の基礎 総論』
（有斐閣、1993年）208頁以下。丸山隆司「過

剰防衛に関する考察」東京都立大学法学会雑誌33巻２号（1992年）225頁以下は、
特に①～④は原因において違法な行為の理論に類似し、しかも解釈論的に「防
衛スル為メ」
という条文に基づいている点でそれよりも優れているとしている。
79

山口厚『問題探究 刑法総論』
（有斐閣、1998年）58頁。

80

橋爪・前掲注（53）302頁以下。

81

山本輝之
「自招侵害に対する正当防衛」
上智法学論集27巻２号
（1984年）
167頁。
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うのであれば、初めからそのような事態を生じさせなければよいのであって、
防衛行為のみを独立してみるのではなく、当初からの経緯を踏まえて事態を評
価するのであれば、その行為は『正当防衛行為』として許容されるような性質
を有していない」と言えるから、物理的には侵害から身を守るのに有用な手段
であっても、規範的には「防衛のための行為」とは言えない、と主張してい
る82。その上で、論者は積極的加害意思が問題となる場合についても触れ、こ
れまでに積極的加害意思が問題となった事例の中には行為者が事前に武器等を
準備して侵害を待ち受けていた事実関係を有するものがあることを指摘し、そ
のような場合は「相手方の襲撃を所与の前提とした上で、これを因果経過のひ
とつとして利用し、確実に相手方の生命・身体を侵害することが意図さ」れて
いるから、「相手方に侵害を行わせてこれに反撃するという形で、事象経過を
支配し、当初に意図していた通りの事態を実現させている」のであれば、挑発
行為の存在を認定できなくても行為者の法益の要保護性は著しく減弱してお
り、防衛行為としての質的適性が否定されることになると解している83。
この見解は、積極的加害意思の事例を急迫性要件の下で解決することに対し
て批判的な立場に立ちつつ、意図的挑発と積極的加害意思の事例を同一の基準
を用いて解決しようとしており84、本稿も、両者を同一の基準で解決すべきと
する点については、それが妥当だと考えている。しかし、積極的加害意思の事
例にはいろいろな態様があり得るところ、武器を携えていた場合のみを取り出
して防衛行為性を否定するだけでは十分な解決には至っていないのではないだ
ろうか。論者は、武器を持って侵害に臨んだという事実関係がないときは、防
衛行為としての性格は直ちには排除されず、過剰防衛の成否が検討され得ると
しているが85、積極的加害意思の事例というのは、等しく「相手方に侵害を行わ
82

照沼・前掲注（62）筑波ロー 150頁以下。

83

照沼・前掲注（62）筑波ロー 153頁。

84

照沼・前掲注（62）筑波ロー 138頁以下は、自招防衛の事案と積極的加害意

思の事案は、
「侵害に先行する一定の態度が存在する場合に、後の侵害現在時
の段階で正当防衛の成立範囲が限定される」
という点で共通しているのだから、
「統一的な視座から解決が図られるべき」と指摘している。
85

照沼・前掲注（62）筑波ロー 154頁。ここでいう「事実関係」とは、本稿は

「武器を準備していた」場合と解したが、そうではなく、
「事象経過の支配」が
ない場合と解することも可能である。その際は、過剰防衛が成立する根拠が具
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せてこれに反撃するという形で、事象経過を支配し、当初に意図していた通り
の事態を実現させている」事例であると言えなければならないから、武器を準
備しているケースに限定して防衛行為性を否定し、それ以外の場合は──積極
的加害意思があったとしても──過剰防衛とすることには慎重にならなければ
ならないであろう86。
第５款

相当性を制限・否定する見解

相当性を制限ないし否定する見解も、論者によって異なるアプローチが展開
されている。以下では（１）から（５）までの項目を設定して相当性制限・否定
説を検討しているが、（２）は本稿による検討である。
（１）要保護性の減少という観点から相当性を制限・否定する見解（結果無価
値論の視点）
ある論者によれば、正当防衛と緊急避難における正当化根拠は、両者とも優
越的利益原理から導かれるということを前提として、「具体的な状況下におけ
る利益衡量は、他にとりうる方法がなかったか否かということをも考慮に入れ
て判断されなければならない。」として補充性に言及した上で、正当防衛の場
合には補充性ではなく相当性の原理が妥当する理由として、「他にとりうる手
段があったとしても、依然として被攻撃者の利益の方に保護の必要性があると
考えられているからである。」と説明する。そこから、被侵害者の法益保護の
利益が減少する場合には、被侵害者の「利益の優越度が低減することによって
その利益状態は緊急避難の場合に接近することになり、その結果、防衛行為の
相当性の範囲に制限が課されることにな」るとして、結論としては過剰防衛の
成立があり得ることを主張する87。
論者によれば、具体的には、挑発者の法益保護の利益は具体的な有責招致の
事情によって、通常の正当防衛状況における要保護性よりも減少する。まず①

体的に示される必要があろう。
86

同旨の見解として、
遠藤邦彦「正当防衛判断の実際」刑雑50巻２号（2011年）

314頁以下。
87

山本・前掲注（81）211頁以下。同旨の見解として、松原芳博『刑法総論』
（日

本評論社、2013年）163頁以下。
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意図的挑発の場合においては挑発者の要保護性は侵害者の要保護性よりも「低
減し、マイナスに転じてしまうと法的に認められる場合もあ」
る。この場合は、
「攻撃者の法益を侵害する有責者の行為は優越利益を保護したものと認めるこ
とはできないので、正当防衛ばかりでなく過剰防衛の成立する余地もなく全面
的に違法性が認められる」ことになる88 89。②それ以外の意図なく招いた侵害の
場合には、「有責者の法益保護の利益は通常の正当防衛状況の場合に比べて減
少すると認められるが、なお攻撃者のそれより優越するという状態は維持して
おり、従って彼の防衛行為はその利益の減少の程度に応じて相当性の範囲に制
限が課されるにとどまる」ため、なお正当防衛の成立の余地が残されていると
説明されている90。
論者は、正当防衛の要件が欠けるという理由で過剰防衛の成立すら認めない
という解決よりも、挑発者であっても正当防衛権を肯定し、その上で、事情に
よってはとり得る防衛行為に制限を加え（相当性の制限）、過剰防衛の成立の
余地を広く認めるべきであるという信念の下で、以上のような見解を唱えてい
るのである91。
この見解に対してはまず、同説の基礎となる正当化根拠論（要保護性の減少）
につき、通常の正当防衛の場合には侵害者の要保護性が減少し、また自招防衛
の場合には挑発者の要保護性が減少する根拠が不明であり、要保護性のみを理
由として正当防衛において補充性が要求されないことの根拠づけもできないと
批判されている92。
そのほか、要保護性が「否定される」場合、「減弱される」場合、及び「否定
されない」場合を明確に区別できないのではないかという批判もある93。そのよ

88

山本・前掲注（81）213頁。ただし論者は、意図的挑発のような場合は「理

論的には考えられうるが実際には稀な場合であ」るとしている。
89

橋田久「自招侵害」研修747号（2010年）12頁も、意図的に招致された攻撃

に対する正当防衛を制限する場合は、罪刑法定主義の観点から内部的解決が望
ましいとしつつ、
「防衛行為の相当性を否定することが考えられて良い」
とする。
90

山本・前掲注（81）213頁以下、同「優越利益の原理からの根拠づけと正当

防衛の限界」刑雑35巻２号（1996年）215頁。
91

山本・前掲注（81）217頁。

92

中空・前掲注（60）31頁以下。

93

橋爪・前掲注（53）267頁。
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うな批判をする論者からは例えば、通常の（有責招致がない）正当防衛の場合
は侵害者による侵害の程度や態様と、これに対する防衛行為の程度が「量的」
に判断される。しかし、有責招致の場合は、客観的な防衛状況は通常の正当防
衛と同一であるが、そこに「防衛者の有責性の程度といういわば質的要素を加
味」することになり、相当性の範囲を量的基準として示すことは難しい、と指
摘され94、あるいは、直前に意図的挑発を行った場合にはその者の法益の価値
をさらに低く評価する理由が十分に明らかでないとも批判されている95。
（２）本稿による検討─積極的加害意思論と意図的挑発類型の「同時存在」？─
上述の批判は、確かにこの見解に対する批判として有効であろう。しかしな
がら、この見解が抱えている本質的な問題点は、他のところに存しているので
はないだろうか。
（１）の見解は、結果無価値論を徹底する立場から、積極的加害意思論を心
情刑法に陥る危険があるとして否定しているが96、先に述べたように、論者は
要保護性が完全に失われて過剰防衛も成立しない場合として「意図的挑発」を
挙げている97。しかし、積極的加害意思論を否定する一方で、意図的挑発類型
において、
「意図」を理由として正当防衛の成立を否定するというのは、理論
的に一貫していないのではないだろうか。さらにこの批判は、この見解の論者
のみに対してのみならず、積極的加害意思論を否定しながら、意図的挑発の場
合には正当防衛の成立を否定しようとする見解全てに対して妥当するのではな
いかと、本稿は考えている98。

94

西田典之「現代刑事法学の視点 山本輝之『自招侵害に対する正当防衛』
『
「喧

嘩と正当防衛」をめぐる近時の判例理論』
」法律時報61巻13号（1989年）103頁。
95

林・前掲注（61）199頁。

96

山本・前掲注（81）166頁、同・前掲注（90）215頁。

97

西田・前掲注（94）105頁（原著者コメント）
。

98

例えば、
本項中の
（４）
「防衛のための行為」
ではないとする見解を採る論者も、

意図的挑発の場合は、挑発行為→侵害行為→それに対する防衛という一連の連
関を「意図」していると指摘しているが、他方で、急迫性の理解につき、積極
加害「意思」があれば急迫性が欠けるとするのは解釈論としてやや不自然であ
ると主張している。しかし、そのように理解するのであれば、
「防衛するため」
の要件においても「意図」を考慮することは許されないと言わなければならな
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積極的加害意思の存在は、侵害の確実な予期があることを前提条件として認
定され、そのような場合には侵害の急迫性を欠くとする理論が積極的加害意思
論であるが（第２章参照）、それは実体において、意図的挑発として想定され
ている事例においても異なるところがない99。積極的加害意思を、
「その機会を
利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思」100と理解する限り、意図的
挑発の場合にも、侵害を誘発する「意図」を有する挑発者にはこのような意思
が存在していると言わなければならないはずである。また、挑発行為によって
侵害を誘発しようとしている以上、侵害の確実な予期の存在も認められるであ
ろう101。そうであるならば、積極的加害意思論を否定する立場に立つ以上は、
意図的挑発の場合に正当防衛の成立を否定するに当たって、
挑発者が侵害を
「意
図」していたという点を考慮することはもはや許されなくなると言わなければ
ならないように思われる102。
いであろう。一方で、主観を排し、専ら客観的観点から「防衛するため」の要
件を判断すべきと主張し、他方で、
「意図」という主観的要素が、客観的な防
衛行為性の判断に影響を与えるということもまた不自然であると言わざるを得
ない。
99

岡本昌子「自招侵害と正当防衛論」川端＝浅田＝山口＝井田編『理論刑法学

の探究⑦』
（成文堂、2014年）29頁は、意図的挑発は「事実上、自招者が侵害
を予期している場合であり、正当防衛を否定するにあたり、自招者が侵害を予
期していたことが前提とされている」としている。この指摘は正当なものであ
ると思われるが、正当防衛状況の惹起を「意図」しているという点からは、や
はり意図的挑発における挑発者は積極的加害意思と同様の主観的態度を有して
いると言わざるを得ないであろう。
100

最決昭和52年７月21日刑集31巻４号749頁。同決定の詳細は第２章において

検討する。
101

むしろ意図的挑発の場合、挑発者は侵害を確実に予期していることは当然な

がら、それにとどまらず、挑発行為によって自ら侵害を「作出」しようとして
いるのである。この点を鑑みれば、意図的挑発者の主観的態様は、
（挑発行為
を行わずに）積極的加害意思を有していた者に備わっている「侵害の確実な予
期」よりも悪質であるとさえ言えよう。
102

例えば堀内捷三『刑法総論』
（有斐閣、2000年）151頁以下は、急迫性の要件

は客観的に判断されるべきとして、主観的要件を急迫性の中で考慮することに
反対しているが、意図的挑発の場合は「積極的加害意思のある場合と異なり、
…みずから意図的に招いた侵害は急迫性の要件を充たさない」
とする。しかし、
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あるいは、意図的挑発類型において「意図」を考慮して正当防衛の成立を否
定しようとするのであれば、積極的加害意思も相当性要件で考慮するという立
場に立たなければならないはずである。しかし、そのような帰結は、違法判断
の対象から主観的な要素を排し、専ら客観的要素に対象を限定しようとする結
果無価値論からは受け容れ難いであろう。急迫性要件は客観的に解すべきであ
るとして積極的加害意思論を否定しておきながら、相当性要件でこれを考慮す
るというのでは、本末転倒との批判を免れ得ないからである。
他方で、積極的加害意思論を肯定する立場に立った場合は、意図的挑発類型
を自招防衛論として検討する必要はないと言えよう103。
「挑発の意図」が積極的
加害意思と同様の性質を帯びているのであれば、意図的挑発類型は自招防衛論
において独自の意義を失い、積極的加害意思の存在によって急迫性が否定され
る場面類型の一つという地位に落ち着くことになるのである。そこで、（３）
では、そのような論者の見解を検討する。
（３）要保護性の減少という観点から相当性を制限・否定する見解（行為無価
値論の視点）
行為無価値論の視点に立ち、相当性の制限によって自招防衛の解決を主張す
る論者もいる。すなわち、そのような見解の論者によれば、
自招侵害の場合は、
「直ちに侵害の急迫性が否定されることにならないが、その者の法益を保護す
る必要性は減少し、逆に、相手方の法益の保護の必要性はそれほど減少しない
場合がある」とした上で、「『やむを得ずにした行為』がより厳しく認定され、
とりうる手段が限定されて、より緩やかに過剰防衛になると考えることができ
る」と主張されている104。また、意図的挑発の場合には、
「侵害を受けた者の法
この主張が急迫性要件を客観的に判断すべきとの主張と矛盾することは明らか
である。
103

例えば団藤・前掲注（71）235頁は、一方で、挑発者に積極的加害意思が存

在している場合には急迫性要件を満たさないと説明しているが、他方で、先に
述べたように自招防衛の意図的挑発の場合には防衛の意思を欠くと説明してい
る。しかし、積極的加害意思論を肯定するのであれば、防衛の意思を欠くと説
明することの積極的な意義はないであろう。
104

井田良『講義刑法学・総論』
（有斐閣、2008年）288頁、同『刑法総論の理論

構造』
（成文堂、2005年）172頁。
北法66（4・83）1017

［234］

研究ノート

益の要保護性が完全に否定され、防衛すべき権利（法益）が認められないこと
から、36条の適用が否定され」ると説明されている。結論だけを見ると、基本
的には先の山本説と決定的に異なる点はないと言えよう。
この見解は、平成20年決定について「防衛行為者側の権利性（法益性）を否
定した判例として位置づけることができる」と評価しているが105、平成20年決
定は意図的挑発の事例ではないように思われる（この点は第２章で検討する）
。
従って、論者の言う「より緩やかな過剰防衛の成立」まで否定されている点に
つき、さらなる説明が必要であるように思われる106。というのは、過剰防衛の
成立が肯定される事案においては、刑の減免が全くなされないということは極
めて稀であり、平成20年決定の事案では、被告人の第３暴行は特殊警棒を用い
た暴行であり、侵害者の第２暴行であるラリアットと比較して極端に過剰とま
では言えないように思われるからである。
また、論者は積極的加害意思論について、「侵害の予期があるときでも原則
として正当防衛を認めつつ、例外的に『積極的加害意思』がある限度でこれを
否定するという理論構成は、正当防衛権を過度に制約しないための歯止めとな
りうる点で評価できる」と述べており、積極的加害意思論に対して一定の限度
で肯定的評価を下している。他方で、論者は、意図的挑発の場合には「要保護
性が完全に否定される」というロジックを用いて防衛行為の相当性を否定しよ
うとしているが、積極的加害意思論を肯定するのであれば意図的挑発類型はそ
れに吸収されるから、相当性を否定すると言う必要はないのではないだろうか。
論者のように考えるのであれば、積極的加害意思論と意図的挑発の二つを別個
に考察することの必要性が、改めて論証されなければならないであろう。具体
的に言うと、積極的加害意思を有しながら防衛行為を行った場合には急迫性が
否定されるが、侵害を惹起する意図を有して挑発行為を行い、その後防衛行為
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を行った場合には相当性が否定される、すなわち急迫性要件は肯定されるとい
うことを整合的に説明できなければならないのである。
論者は、意図的挑発の場合は「判例の立場からは急迫性の要件が否定される

105

井田・前掲注（104）
『講義刑法学』288頁（注65）
。

106

すなわち、この見解によるのであれば、平成20年決定においては、なお過剰

防衛が成立する余地が残されていたのではないか、と考えられるのである。
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であろう」と述べているが107、論者の立場からもこのように主張することは十
分可能なはずである。想像の域を出ないが、そのような理解を論者に躊躇させ
ているのは、意図的挑発事例には「挑発」という事情が存在しているため、判
例上問題となってきた積極的加害意思論とは異なるという認識があるからであ
ろうか。しかし、「挑発」の有無がそれほど重要な相違点をもたらすとは、筆
者には思えないのである。
（４）挑発と侵害の間の因果的連関を問題とする見解
この見解を採る論者は、挑発行為が急迫不正の侵害である場合には、被挑発
者は正当防衛が可能であるが、挑発行為に対して均衡を失した場合は過剰防衛
となるから、挑発者はそれに対する正当防衛を行うことが可能であるものの、
その場合、
「侵害の一般的予見があること等の関係で、防衛行為の必要性・相
当性に関して厳しく制限される」と主張する。また、「挑発行為との因果的連
関が強く、両者が一体の行為と看做されるような場合には、全体として防衛行
為と見ることができなくなる」とし、その典型例として喧嘩闘争の事例を挙げ
ている108。
論者は積極的加害意思論に対しては批判的であり、意図的挑発という説明も
用いておらず、その限りでは一貫している。しかし、ここで述べられているの
は、挑発が急迫不正の侵害である場合であり、すでに挑発行為時において侵害
が終了していた場合の処理については述べられていない。全体として防衛行為
性を否定する場合として挙げられているのは喧嘩闘争の事例であり、確かに喧
嘩闘争であればそのように言うことが可能であるかもしれないが、論者の言う
「因果的連関」の強弱をどのような基準で判断するのかが明らかにならなけれ
ば、自招防衛の解決にとって有用な基準と言うことには躊躇せざるを得ないよ
うに思われる。
（５）侮辱を受けた被挑発者の抗議行動が認められる限度で相当性が制限され
るとする見解

107

井田・前掲注（104）
『講義刑法学』277頁。

108

伊東研祐『刑法講義 総論』
（日本評論社、2010年）184頁。この見解は防衛

行為性を否定する本項中の見解（４）とも近似していると言えよう。
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このような見解を主張する論者によれば、「挑発された侵害も違法であるな
ら、法はその侵害がなされないことを望んでいるのであって、これを阻止する
行為は、それが必要最小限である以上、誰がやっても違法でない」ということ
を前提として、それにもかかわらず、自招行為者が侵害を甘受しなければなら
ない場合というのは、
「侮辱を受けた被挑発者に、自己の名誉の防衛のために、
一定の限度で、挑発者に対する抗議行動が許される」場合であるというのであ
り109、この名誉の防衛が認められる限りにおいて自招行為者の利益の法的保護
が消滅し、自招行為者は、自らが行った名誉侵害に応じて縮小された限度で防
衛権を有する、とするのである110。そして、意図的でない自招侵害の場合につ
いては、名誉防衛の必要が乏しいから、自招行為者の防衛権を制限する必要性
も小さいと説明している。
この見解は、自招防衛の場合は正当防衛権が「制限される」としており、36
条１項の要件だと相当性の判断に影響を及ぼすものとして理解されるであろ
う。しかし、名誉侵害に抗議するために、生命、身体に侵害を加えようとする
のは、明らかに過剰な反応である。論者は、意図的でない自招侵害の場合は名
誉防衛の必要性が小さいと説明しているから、この「名誉侵害に対する抗議」
というのは、意図的挑発の場合を意識しているものと思われるが、
そうすると、
意図的挑発の場合でも、正当防衛権は制限されこそすれ、完全に否定されない
場合がある、ということになるであろう。しかしながら、意図的挑発の場合に
まで正当防衛を認めると、逆に今度は正当防衛を制限することがおよそ不可能
になるのではないだろうか、という疑問が生ずるのである。
第６款

正当防衛論の一般論に解消すべきとする見解

また、近時は、自招防衛の問題を正当防衛の一般論に解消させるべきとする
見解も主張されているので、内部的解決の一類型として検討する。
自招防衛を正当防衛の一般論に解消する見解とは、要するに、自招防衛とい
う独立したカテゴリーを設けなくとも問題解決を図ることが可能であるという
主張であるように思われる。すなわち、この見解を主張する論者によれば、①
挑発行為が急迫不正の侵害であれば、被挑発者はこれに対して正当防衛が可能
109

松宮孝明『刑法総論講義（第４版）
』
（成文堂、2009年）140頁。

110

松宮・前掲注（109）141頁。
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であり、防衛行為が過剰であれば、挑発者も正当防衛で対抗できる。また、②
挑発行為に急迫性がない場合や、挑発行為が適法行為である場合には、これに
対する正当防衛は不可能であるから被挑発者は実力行使には及べず、法的救済
手段によらなければならない、と主張するのである111。
論者は、内部的解決を志向する見解に対しては「犯罪成立要件は実行行為時
を基準に判断しなければならないという刑法上の大原則に反する」112とし、外
部的解決を志向する見解に対しては「刑法三六条の保障する不処罰範囲を不文
の要件を付加することによって縮減する」ため罪刑法定主義に反する危険性が
高い113として、内部的解決、外部的解決のいずれに対しても批判を加えた上で、
「結局、挑発されたからといって、被挑発者は原則として侵害行為に出てはな
らないのであって、唯一の例外は、挑発行為自体が『急迫不正の侵害』を構成
する場合である。
」と主張している。このような論者の主張は、現在の主流的
な見解とは異なり、自招侵害に対する正当防衛を広く承認する見解と言って差
し支えなかろう。
しかしまず、上記①の結論についてはすでに日独いずれの学説においても広
く認められており、自招防衛論の議論枠組みからは除外されている。現在は専
ら②の場合を前提として議論されているが、被挑発者が挑発を受けて侵害行為
に出てはならないということのみから、直ちに挑発者に正当防衛権が与えられ
ることになるわけではないように思われる。この見解によれば、例えば意図的
挑発によって侵害を招いた場合であっても、行為に急迫性がなければ、侵害に
対して正当防衛を行うことが可能となるように思われるが、そのような結論が
是認されるかは疑問である114。また、近時の論考によれば、
「同時存在の原則は、
形式的にすべての犯罪要素が同時に存在することが重要なのではなく、当該構
成要件該当行為と無関係な事情によってその違法性を基礎づけることはできな

111

井上宜裕「自招侵害論再考」
『川端博先生古稀記念論文集［上巻］
』
（成文堂、

2014年）114頁。
112

井上・前掲注（111）110頁。

113

井上・前掲注（111）110頁。

114

意図的挑発の場合には積極的加害意思論によって急迫性を否定し、あるいは

防衛の意思を否定するという論法も考えられようが、その場合でも挑発行為は
実行行為の前に行われていることには変わりがないはずである。
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いという点にある」という指摘がなされている115。本稿では同時存在原則につ
いて深く論究しないが、この指摘によれば、事前の挑発行為と後の防衛行為と
の関連性が証明されれば、同時存在原則違反という批判は当たらないことにな
ろう。
このほか、挑発行為を行った者は、正当防衛状況が解消された後における行
為者と被害者の合算利益の最大化（すなわち、正当防衛状況発生前の利益状況
に近づけること）を目指すという「配慮義務」を負うとする見解も主張されて
いる。この見解を唱える論者によれば、平成20年決定が「自ら侵害を招いた」
という点を重視し、行為者が被害者の自律的な侵害行為に関与したことを問題
にするのであれば、「行為者は招致行為によって、侵害行為に対する被害者の
欲求を強めたと同時に、被害者が侵害行為を行うことについて、何らかの心理
的・物理的障害を取り除い」たと考えるべきであるとし、そのために正当防衛
状況が生じたのであるから、行為者は上記配慮義務を課される、というのであ
る116。
具体的には、「行為者と被害者の合算利益の最大化」を図るという観点を前
提として、①行為者が防衛行為を差し控えれば間もなく侵害行為が終了すると
きは、行為者は防衛行為を差し控えなければならず、これに反して防衛行為を
行ったときは過剰防衛の成立する余地もないとする。ただし、②侵害行為が生
命・身体に重大な危険を及ぼすようなものであるときには、合算利益の最大化
はそもそも諦めざるを得ず、その場合には、行為者に侵害の予期と積極的加害
意思があり、急迫性要件が充足されない場合を除き、正当防衛あるいは過剰防
衛の成立が肯定され、行為者の利益を優先させてもよいとするのである117。
また、配慮義務を課すためには、防衛行為時において（a）挑発行為が被害者
を侵害行為へ駆り立て、それが原因で正当防衛状況が生じたこと、（b）防衛行
為を一切差し控えれば間もなく侵害行為が終了するであろうこと、及び（c）侵
害行為の程度が重大でないであろうことの３つを認識・予見していなければな

115

松原久利「犯罪論における同時存在の原則と自招侵害」
『川端博先生古稀記

念論文集［上巻］
』
（成文堂、2014年）144頁。
116

日和田哲史「自招侵害について」
『町野朔先生古稀記念 刑事法・医事法の

新たな展開〔上巻〕
』
（信山社、2014年）116頁以下。
117

日和田・前掲注（116）118頁以下。
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らないというのである。
この見解に対してはまず、物理的障害というものが具体的にどのようなもの
を指すのかが説明されていない点に疑問を呈することができよう。次に、上記
のような配慮義務が挑発者に課される場合があるというのは一見妥当であるよ
うにも思えるが、問題は、それがどのような法的根拠によって導出されるのか
である。しかし、この点は明らかとなっておらず、直ちには配慮義務の存在を
首肯し得ない。また、仮に配慮義務を法的に根拠づけられたとしても、指摘す
べき点はある。すなわち、②のように侵害行為が重大なものであった場合であっ
ても、例えばドイツにおいて議論されているように118、侵害から容易に退避で
きるのであれば、なお配慮義務の存在を肯定することも不可能でないと思われ
る。しかし論者は退避可能性について一切言及せずに、重大な侵害に対しては
それだけで配慮義務を解消させており、配慮義務の解消条件としては挑発者に
対して寛容に過ぎるのではないだろうか。
さらに、配慮義務を課すための主観事情についても疑問がある。論者によれ
ば、配慮義務を課すためには上記（a）～（c）の事情が必要であるとしているが、
そもそも論者の主張するような主観事情を要求する意味はあるのだろうか。自
招防衛の議論で通常問題とされる主観事情は挑発行為を行う時点で判断される
ものであり、その内容は、挑発行為から生じ得る侵害についての「意図」又は「認
識」である。これに対して、論者は主観事情の判断時点を防衛行為時まで遅ら
せることを主張しているようであるが、その意図は判然としない。また、不正
な挑発行為を行い、それによって侵害を招いたのであれば、それのみをもって
配慮義務を課すべきであり、挑発者の主観を考慮する必要はないと言うべきで
ある。特に、配慮義務を課すためには、防衛行為の時点で挑発と侵害の因果性
を認識していなければならないと要求することは、却って軽率な挑発者を保護
することにもなりかねず、妥当でない。
論者は、「自招侵害の問題状況は、急迫性要件の問題状況とも相当性要件の
問題状況とも異なるものということになる。差し当たっては、自招侵害を正当
防衛の一般的な成立要件の問題と考えたい」と述べている119。しかし、配慮義

118

Vgl. Walter Perron, in: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar, 29.

Auflage, 2014, §32 Rn. 56 ff.
119

日和田・前掲注（116）120頁。
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務を考慮するという解決方法が具体的に「一般的な成立要件」の中のいずれの
問題なのかについてはそれ以上言及するところがなく、体系上の位置づけに関
しても明快さに欠ける120。
第７款

若干の検討

本項において特に指摘したいのは、先にも述べたが、積極的加害意思論と意
図的挑発の関係についてである。違法性の実質についていわゆる法益侵害説を
採用し、違法性判断において主観的な事情を除外し、従って判例が肯定してき
た積極的加害意思論を批判し、侵害の急迫性を「法益侵害の危険が物理的・客
観的に切迫していること」と理解する見解は、現在では学説の通説的地位を占
めていると言われてきた121。しかし、その通説的見解を維持しながら、他方で
意図的挑発の場合には「意図」を考慮して正当防衛の成立を否定するという論
理構成は、極めて奇妙なものであると言わざるを得ない。
急迫性要件は客観的に判断しなければならないが、その他の要件、例えば相
当性要件においては主観的事情を考慮することを許容し、意図的挑発について
は正当防衛の成立を制限することは可能であると主張することは、１つの見解
として成立し得るかもしれない。しかしながら、法益侵害説の立場からそのよ
うな構成を採るのであれば、これまで急迫性要件との関係で議論され、そして
考慮することを拒否してきた積極的加害意思を、今度は相当性要件において考
慮しなければならなくなるだろう。なぜなら、意図的挑発と積極的加害意思は
同内容だからである。しかしもちろん、通説はそのような構成を採っているわ
けではないと思われる。なにより、そのような構成を採ると、積極的加害意思
論を事実上肯定することとなり、法益侵害説からは受け容れがたい結論をもた
らすことになるのではないだろうか。そうすると、法益侵害説の立場から積極
的加害意思論を否定する以上、意図的挑発類型においても正当防衛の成立を否

120

「一般的な成立要件」という文言も、36条１項の要件内部で解決するという

趣旨なのか、あるいは外部的解決を目指すという趣旨なのか、判然としない。
121

橋爪・前掲注（53）238頁、
山中・前掲注（73）484頁、
前田・前掲注（74）257頁、

山口・前掲注（74）120頁以下、
山本・前掲注（81）166頁、
佐久間修『刑法総論』
（成
文堂、
2009年）209頁以下、
平川宗信「正当防衛論」芝原＝堀内＝町野＝西田編『刑
法理論の現代的展開─総論Ⅰ』
（日本評論社、1987年）133頁以下など。
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定することは不可能であると言わなければならない。少なくとも、「侵害の招
致を意図していた」という挑発者の主観的認識を考慮することは一切許されな
いはずである122。意図的挑発を行った者に対して正当防衛権を付与することを
拒否しようとするのであれば、同時に積極的加害意思論を承認しなければ、一
貫しないと言うべきである。
他方、積極的加害意思論を承認した場合にも、先に挙げたように、積極的加
害意思論と意図的挑発類型を、異なる要件の中で「同時存在」させておく根拠
はないのではないか、という問題が残る。というのは、両者の成立要件は共に
「侵害の確実な予期」及び「積極的加害意思」であるという点で共通しているよ
うに思われるからである。意図的挑発については最高裁判例が存在しないため、
「侵害の確実な予期」という要件が要求されているかは必ずしも明らかでなく、
この点で両者が異なる概念であると言うことも不可能ではない。しかし、侵害
発生を意図して挑発を行う以上は反撃の用意をしているのが通常であろうし、
侵害の確実な予期を有さずに意図的な挑発を行うというのは矛盾であろう。ま
た、確かに「挑発」の有無という点で両者は異なるが、それは決定的な差異を
もたらすものではない。なぜなら、積極的加害意思の場合も意図的挑発の場合
も、最終的には「侵害者に急迫不正の侵害を行わせること」を目的としている
という点で共通しており、意図的挑発における「挑発」という先行行為は、最
終的な目的を達成するための手段に過ぎないからである。
そのように考えると、
両概念を同時存在させておくことは、学説の混乱をもたらすと言わざるを得な
い。積極的加害意思論を肯定的に捉えるのであれば、意図的挑発類型は積極的

122

もっとも、橋爪・前掲注（53）234頁以下で主張されているように、積極的

加害意思論を否定しても、行為者の主観面を急迫性要件の中で考慮するという
見解は、結論の当否はさておき、必ずしも矛盾するものではないと思われる。
というのは、ここで本稿が指摘しようとしているのは、
「積極的加害意思論」
を否定しながら「意図的挑発類型」を考慮しようとすることの矛盾であって、
積極的加害意思論は否定するが、その他の主観面は必要な限度で考慮しようと
する点にまで批判するものではないからである。また、論者の見解によれば、
意図的挑発の事例であっても事前の侵害回避義務に違反していれば、挑発者の
意図とは関係なく正当防衛の成立が否定されるため、意図的挑発類型を残す必
要はない。実際に論者自身も、意図的挑発類型については自らの見解の中では
言及しておらず、積極的加害意思論の否定と矛盾するものではない。
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加害意思の存在が認められる一場面として、積極的加害意思論に解消させるべ
きなのである123
第３項

124

。

戦後～現在の学説：外部的解決

前項においては、内部的解決を志向する見解について検討を行った。次に本
項では、外部的解決を志向する見解について考察を加えることとする。
序章でも述べたように、外部的解決とは、形式的には正当防衛が成立してい
るが、侵害招致行為の態様によっては実質的な違法性阻却を欠くために、正当
防衛の成立が制限ないし否定されると考える見解の総称である。主に主張され
ているのは、主に権利濫用説、正当防衛の基本思想を援用する見解、及び原因
において違法な行為の理論である。このほか、日本の論者が独自に主張してい
る見解についても本項で検討する。
ただし、先に述べたとおり、近時主張されている外部的解決の見解は、専ら
ドイツ法の議論に基づくものが多いため、これらの見解を検討・批判するため
には、ドイツ法の議論を参照することが不可欠である。従って、本項では論者
の主張の要点を述べるにとどめ、詳細な検討は第３章において、ドイツ法の議
論を参照した上で行うこととした。
第１款

権利濫用説

先に述べたように、権利濫用説は早くから日本においても主張され、現在も

123

照沼・前掲注（62）筑波ロー 138頁以下。本稿の枠組みと論者の枠組みは異

なるが（本稿の枠組みについては第４章参照）
、意図的挑発類型を積極的加害
意思論に解消すべきとする本稿の見解も、このような問題意識を部分的に共有
するものである（論者は一定の「態度」に、本稿は一定の「主観面」に、それ
ぞれ共通項を見出している）
。また、山口・前掲注（62）19頁は、
「意図的挑発
事例について正当防衛の成立を否定するに当たっては、侵害の予期と積極的加
害意思を問題とする判例の論理に依拠することが、正当防衛固有の論理を問題
とするものとして優れている」としている。
124

川端博『現代刑法理論の現状と課題』
（成文堂、2005年）158頁（山中敬一：

発言）は、積極的加害意思の場合と意図的挑発の場合では、正当防衛の成立を
否定する根拠が異なるとしている。
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権利濫用説を唱える論者は少なくない125が、論考の中には「権利濫用」の内容
についての詳細な検討を加えないまま自招防衛を説明するものも見られる。当
然ながら、紙幅や論考の性質上立ち入った検討を許されなかったか、
あるいは、
権利濫用説は敢えて説明を要するものではないと言えるほどに一般化された法
理論であると理解することも可能であるが、本稿では、特に権利濫用説につい
て立ち入って検討を加えている論者の見解に焦点を当てて検討していく。
また、日本で主張されてきた権利濫用説を検討するに当たっては、ドイツの
学説と比較すると特徴的な点があることを指摘できよう。それは、同説が、い
わゆる法確証の利益原理に依拠しないまま展開されることがあるという点であ
る。
ある論者は、正当防衛を個人主義的原理に基づいて自然権及び緊急権として
捉える見地に立った上で、まず意図的挑発については「正当な正当防衛の行使
とはいえない。これは正当防衛権の濫用とされるべきである」が、「違法な侵
害を挑発し、その侵害が確実に予測され、それを圧倒するだけの迎撃態勢をと
とのえてこれを迎え撃ったばあいには、正当防衛の要件である侵害の『急迫性』
が失われる」と主張する126。そして、意図なく招いた侵害については、いわゆ
る故意的挑発の場合は意図的挑発と同じく権利濫用とし、
過失的挑発の場合や、
侵害が挑発の程度を著しく上回る場合には正当防衛が許されるが、その際は退
避義務が課され、被侵害法益と侵害法益との間に厳格な均衡が要求されるとす
る127。
別の論者は、正当防衛論の史的展開に従えば、正当防衛権は市民の権利であ

125

佐久間・前掲注（121）211頁、
大塚仁『刑法概説（総論）
〔第４版〕
』
（有斐閣、

2008年）385頁、内藤謙『刑法講義 総論（中）
』
（高陽堂、1986年）336頁など。
126

川端・前掲注（17）97頁。

127

川端・前掲注（17）98頁。この見解を一見すると、前項（４）①で検討した、

相当性制限説から主張されている見解と類似しているように思われる。両説の
異同は、
正当防衛の成立を制限・否定する根拠を「要保護性の欠如」に求めるか、
「権利濫用」に求めるかにあると言えよう。しかし、権利濫用説の当否はここ
では措くが、意図的挑発の場合、挑発者は通常迎撃態勢を整えた上で挑発行為
を行うのであるから、論者の見解によれば常に急迫性が否定されることになろ
うから、意図的挑発について権利濫用を主張する必要はないと言うべきであろ
う。
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り、その内在的限界を超えた防衛行為は権利の濫用であると主張する128。そし
て、自招防衛においては防衛行為の違法性が問題となるが、その違法性の原因
は挑発行為であることから、両者を連結する媒体が要求されることになるとす
る。論者は媒介の候補として客観的側面と主観的側面を挙げる。このうち客観
的側面が媒介となる場合は挑発行為自体が防衛結果惹起の具体的危険性を示し
ていなければならないが、その認定は被挑発者の、挑発に対する対応次第であ
り、被挑発者の侵害を待たなければ挑発行為の具体的危険性を判断できないた
め妥当でないとする129。そして、
「防衛結果へ向かう挑発者の積極的な側面に権
利濫用へと結びつけられる挑発者のエネルギーを認めることができる」ため、
挑発の主観的側面を重視すべきであるとした上で、意図的及び故意的挑発のみ
が権利濫用に当たり、また、挑発行為は客観的に違法であるか、少なくとも社
会倫理に違反するものでなければならないと主張している130。
また、近時は、正当防衛権を制限することで、正当防衛状況を有責招致した
者に「制裁」を科すという観点から権利濫用説の妥当性を主張する見解も主張
されている131。すなわち、論者は、
「一般に制裁を科すには違法性と責任が必要」
とした上で、①正当防衛状況を招致することにつき正当な理由がある場合や、
②急迫不正の侵害を予見し得なかったか、それを引き起こしてはならないと認
識できなかった、あるいは認識し得たとしても避けられなかった場合には、正
当防衛は制限されないとする132。そして、このような違法性・責任要件を基本
として、「たとえば正当な理由として十分でないにしても少しはあったのかと
か、予見を欠いたことがどれほど迂闊だったのか、あるいはそもそも予見まで
あったのかといったファクターにより、許される正当防衛の範囲が決定される」
ことになり、このうち、「正当な理由などまったくない、他方で予見は十分に
ある」ような場合が、「意図的挑発とか積極的加害意思とよばれる類型なのだ

128

吉田宣之『違法性の本質と行為無価値』
（成文堂、
1992年）94頁。同77頁では、

法確証の利益は副次的効果に過ぎないと主張されている。
129

吉田・前掲注（128）94頁以下。

130

吉田・前掲注（128）99頁。主張の際は Roxin の見解が参照されている。こ

の見解については第３章で検討する。
131

小林憲太郎「自招防衛と権利濫用説」研修716号（2008年）６頁。

132

小林・前掲注（131）７頁。
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と思われる」と説明するのである133。
しかし、自招防衛における正当防衛権の制限を制裁と捉えることが可能かに
ついては検討を要しよう。正当防衛権が制限されれば、その制限された範囲内
で防衛行為を行わない限りは有罪の判断がなされることになるが、その結果と
して行為者に与えられるのが制裁なのであって、制裁の結果として正当防衛権
が制限を受けると言えるかは疑問である。また、自招行為に違法性を要求する
ことは良いとしても、同時に有責性を要求し、「自招者の責任がその正当防衛
権の成否を左右する」点で体系的に疑義があるとの指摘もなされている134。
第２款

正当防衛の基本思想を援用する見解

この見解は、権利濫用に言及せずに、正当防衛の基本思想を援用するもので
ある。すなわち、論者によれば、意図的な挑発行為によって自己を違法な侵害
の危険にさらした場合、自己保全原理からは、そのような者に正当防衛権を与
え、これを保護する必要はないとする135。また、法確証原理からは、
法確証は「ク
リーンハンドの原則に従うのであって、みずから意図的に違法な挑発をなした
者には、『法』の立場に立って法秩序の擁護を行うことは許されない」ため、法
確証の利益が欠落するとし、このような制限は「正当防衛規定に内在する制限」
であると主張する。ただし、意図がない場合は正当防衛権が認められるが、そ
の中でも故意的挑発の場合は法確証の利益が減少するため、事情によっては補
充性が要求されるとする136。
また、別の論者は、ドイツの学説に依拠しつつ、まず意図的挑発の場合には、
①挑発者は正当防衛状況の発生を望んでいるのであるからそれを保護する必要

133

小林・前掲注（131）８頁。この文言からは、論者は積極的加害意思と意図

的挑発は同一の内容であると理解しているようにも読めるが、そのような趣旨
であるとすれば正当である。
134

橋田・前掲注（89）５頁。

135

山中・前掲注（73）523頁。

136

山中・前掲注（73）523頁。論者は「正当防衛規定に内在する制限」と述べ

ているが、36条１項所定の要件とは関連づけられていないため、外部的解決に
属するものと評価し得よう。ただし、故意的挑発になると補充性が要求される
と説明されているが、
「やむを得ずにした行為」の要件とどのような関連があ
るのかについては述べられていない。
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はなく、②「法秩序は、責任能力のある成人があらかじめ自分で用意した危険
にみずから身をおいているのを保護する必要はない」と主張する。次に過失あ
るいは条件付き故意で挑発を行ったときは、ドイツの判例と同様の立場を採用
する（序章第１節第２項参照）。その理由を論者は、「法秩序を防衛する必要は
減ってくるからである」と説明し、法確証の利益を主軸に据えて議論を展開し
ている137。
さらに別の論者は、基本思想から正当防衛権の制限を根拠づける際、「行為
者は、先行する違法な自招行為により、法秩序を否定し、法秩序に敵対してい
るのであるから、その者に、法確証の利益を認める必要はない」とし、また、
挑発者が単に積極的加害意思を有していたのみならず、「自らの自招行為によ
り積極的に侵害行為を作出したと認められる事情が存在する場合には、防衛者
自身が自己の利益を危険にさらしたのであり、その危険を自ら引き受けた」と
言えるから、要保護性が否定され、あるいは減少すると説明している138。
第３款

原因において違法な行為の理論

原因において違法な行為（actio illicita in causa）の理論とは、いわゆる「原
因において自由な行為（actio libera in causa）の理論」を違法論に類推する見
解である。
原因において自由な行為の理論とは、実行行為時に責任無能力の状態で行為

137

斉藤誠二『正当防衛権の根拠と展開』
（多賀出版、1991年）209頁。

138

大杉一之「自招侵害における自招行為と侵害行為の関連性について」北九州

市立大学法政論集38巻４号（2011年）21頁。しかしながら、挑発者が正当防衛
の成立を主張して争う以上は、法秩序を否定したり敵対したりしているとは考
えにくい。そうではなく、挑発者は、法秩序が許容しない行為を用いて、あた
かも法秩序が許容する状況が存在しているかのように偽装していると考えるべ
きであろう。また、単に積極的加害意思を有したまま現場に留まる行為であっ
ても「防衛者自身が危険を自ら引き受けた」と言えるはずであるから、
「自招
行為により積極的に侵害を作出したという事情」があるからと言って、それが
要保護性を制限する要因と言えるかは疑問である。論者は、法秩序を侵害した
者はその限度において「法秩序による保護を拒否している」としているが、上
述のように、挑発者は法秩序による保護をむしろ（不当に）要求していると解
すべきであろう。
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していたとしても、その原因となる行為を行った時点において責任能力を有し
ていれば、当該実行行為について責任を問い得るとする理論である。この理論
は責任の段階において問題とされるが、これを違法性の段階に類推すると、実
行行為時に違法性阻却事由が存在する状態で行為したとしても、その原因とな
る行為が違法であれば、当該実行行為から発生した法益侵害結果について違法
性を問い得る、という帰結が導かれることになる。
原因において違法な行為の理論を唱える論者の一人は、「惹起された利益衝
突が後に適法に解消されることと、かような利益衝突状況を惹起することは、
法的評価を異にする問題である」と主張する139。そして、Roxin による、原因に
おいて違法な行為の理論への批判に反論する形で原因において違法な行為の理
論の妥当性を主張し、挑発行為が「客観的に相手方の違法な攻撃を虞れさせる
様な可罰的違法性を有するもの」であった場合には、防衛結果について責任を
問い得ると述べている140。
別の論者は、ドイツの通説である権利濫用説を批判した上で、原因行為の違
法・適法は、後の因果経過に「それ自体としては適法という評価を受ける行為」
が介在したからと言って直ちに変わるものではないと主張する141。すなわち、
原因行為に最終的な法益侵害をカバーする違法阻却事由を認め得るときは原因
行為の違法性は阻却されるが、違法阻却事由が存在しないときは、原因行為は
違法と判断され、従って最終的な法益侵害についても違法とされることになる。
これを自招防衛に当てはめると、「防衛行為の時点で正当防衛状況が存在した
としても、挑発行為の時点ではその行為について正当防衛の要件を認めること
ができない以上、侵害された法益の『法益性』は、防衛行為に対する関係では
失われるが、挑発行為に対する関係では失われない」から、挑発者を処罰する
139

大嶋一泰「挑発行為と正当防衛（一）
」福岡大学法学論叢17巻４号（1973年）

547頁。
140

大嶋・前掲注（139）559頁。ここでは、挑発自体が急迫不正の侵害に当たる

ときは、正当防衛に対する正当防衛を認めない限り挑発者は防衛行為を行えな
い。挑発がそれに該当しないときは、挑発が可罰的違法であっても侵害は違法
であるから正当防衛が可能であるが、そこで原因において違法な行為の理論の
効果が発動する旨説明されている。
141

山口厚「自ら招いた正当防衛状況」法学協会編『法学協会百周年記念論文集

第二巻 憲法行政法・刑事法』
（有斐閣、1983年）752頁以下。
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ことは不可能ではないと説明し、原因において違法な行為の理論の妥当性を主
張するのである142。
論者はさらに、処罰範囲の限定のために、相当因果関係説の立場から、挑発
行為が正当防衛状況、ひいては法益侵害を惹起する相当程度の危険性と、この
ような危険性が法益侵害に実現したという、因果経過の相当性も認められる必
要があると主張する。この場合、被挑発者が挑発に乗り侵害に及ぶかどうかは
被挑発者次第であり、侵害に対する防衛行為が法益侵害を発生させ得るかも場
合によるため、多分に偶然的要素に依存している点には注意を要するとした上
で、論者は結論として、挑発者の処罰を肯定し得るのは、「理論的可能性はと
もかく、実際上は、意図的な挑発の一部の場合」のみであるとしている143。
第４款

社会的相当性説

この見解は、
「防衛者が、故意に相手方の侵害を挑発し、そのために誘発さ
れた侵害に対する反撃において相手方を侵害する目的で、相手方に反撃を加え
たばあい」は社会的相当性を欠くため、形式的に36条１項所定の要件をすべて
満たしたとしても違法性を阻却しないと理解するものである144。この見解に対
しては従来から、社会的相当性を欠くための具体的基準が明らかでないという
批判が提起されてきたが、近時は、社会的相当性説を具体化させる意図の下で、
外部的解決の視点に基づく新たな見解が主張されている。寄与度概念の導入に
よって解決を図る見解がそれである145。

142

山口・前掲注（141）753頁。

143

山口・前掲注（141）754頁以下。但し、原因において違法な行為の理論自体

の妥当性はともかくとして、被挑発者が侵害に及ぶか否かが偶然的要素に依存
しているという点を考慮する必要があるかは、本稿ではなお留保したい。とい
うのは、例えば、同一の人間に同一の意図的挑発行為を100回行い、99回目ま
では耐えたが、100回目で侵害に及んだという場合、論者の見解によればどの
ような評価が下されることになるかはなお明らかでないからである。
144

福田平『全訂刑法総論（第５版）
』
（有斐閣、2011年）158頁、大谷實『刑法

講義総論（新版第４版）
』
（成文堂、2012年）286頁。
145

岡本昌子「正当防衛状況の創出と刑法三十六条」
『大谷實先生喜寿記念論文

集』
（成文堂、2011年）403頁。論者の以前の見解については、同「我が国にお
ける自招侵害の議論の展開について」同志社法学53巻３号（2001年）338頁以下。
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このような主張をする論者は、36条１項の枠内で自招防衛を解決しようとす
る見解に対して批判を加え、要件外で解決すべきことを主張しているが、正当
化根拠論や権利濫用には触れていない。論者は、36条１項の要件内で自招防衛
を解決しようとすることについての問題を提起した上で146、
「正当防衛が認めら
れるためには、（防衛行為を行う必要性を自ら創出してはならないという意味
で、）自己に帰責なく侵害を受けたので自己を守るために当該防衛行為を行う
必要性が存在していたことを要する」という理論構造を主張する147。そして、
この「必要性」を創出したことに対する、自招行為者と侵害者の「寄与度」を判
断して自招防衛の事案を解決すべきであるとしている。すなわち、意図的挑発
事例においては、自招行為者は防衛行為を行う必要性を100％の寄与度で創出
しており、正当防衛は否定されることとなり、自招行為者の主観面が故意、過
失となっていくと、必要性を創出した寄与度が減少することで、その限度で正
当防衛は制限されることになる。
論者はこの見解について、「認定しにくい〔自招行為者の〕内心による正当防
衛の成否の判断を客観面から補完することを可能にし、恣意的な判断を防止す
る判断基準とな」ると述べている。しかしながら、「寄与度」という判断基準か
らして、この見解はすでに恣意的な判断基準と化す虞れがあると言わざるを得
ない。意図的挑発については100％の寄与度があるから正当防衛が否定される、
という点が仮に是認されるとしても、例えば故意的挑発の事例において、99％
の寄与度を有する自招行為によって侵害を招いたときは、自招行為者はどのよ
うな防衛行為を行うことが許容されるのであろうか。この見解の問題点は、寄
与度概念を導入することで、却って自招行為者に対する防衛行為の制限の内容
を不明確にしているというところにあるのではないかと思われる。
これに対する批判として、橋爪・前掲注（53）301頁。論者からの反論として、
岡本・
「正当防衛状況」432頁。
146

岡本・前掲注（145）
「正当防衛状況」422頁以下。

147

岡本・前掲注（145）
「正当防衛状況」428頁、同・前掲注（99）31頁。論者

が言う「必要性」は、
「自招侵害においても、相手から侵害を受けている以上、
当該防衛行為は自己を防衛するために必要なものであるといわざるを得ない」
としていることから分かるように、客観的に理解されている。すなわち、侵害
を排除することが可能であるような防衛行為にはすべて必要性が備わってい
る、と論者は理解しているのであろう。
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また、意図的挑発の場合には100％の寄与度があるという点について、根本
的な疑問がある。100％の寄与度があると言うことは、すなわち「完全に自招
行為者が悪い」と言うことになるはずであるが、たとえ自招行為者が意図的に
侵害者を挑発した場合であっても、この挑発行為に対して侵害者が正当防衛権
を有している場合や148、あるいは精神疾患等により責任無能力の状態であった
のであれば格別として、そうでないのであれば、侵害者には挑発に乗らないこ
とが要求されるはずである。これは、挑発に乗って侵害に出た場合であっても、
侵害者が処罰され得ることからも明らかである。にもかかわらず挑発に乗って
侵害行為に及んだのであれば、侵害者は、論者が言うところの「防衛行為を行
う必要性」の創出の一翼を担っていることはもはや否定できないであろう。そ
うすると、侵害の程度が自招行為者の予期の範囲内にあったか否かにかかわら
ず、100％の寄与度を発生させたと考えることは不可能であるように思われる。
第５款 若干の検討─「形式的には正当防衛が成立する」ということについて─
詳細な検討は第３章において行うが、ここでは、外部的解決において一定程
度共通の理解とされている命題、すなわち自招防衛の場合は、侵害行為と反撃
行為だけを取り出して評価すれば、「形式的には正当防衛の要件を満たしてい
る」という点について若干の検討を試みたい。
内部的解決の理解によれば、自招防衛の場合は正当防衛の成立要件のいずれ
かを欠くことになるから、挑発者の反撃行為は形式的に正当防衛にならないこ
とになる。他方、外部的解決が以上の命題に依拠するということは、外部的解
決の思考プロセスとしては、第一段階として形式的に正当防衛の成立要件を満
たしているかどうかを判断し、第二段階で、実質的な制限根拠を用いて正当防
衛の成立を否定するということになる。しかし、このような段階を踏む必要が
本当にあるかは検討を要するのではないだろうか。
外部的解決というのは、先行する自招行為自体に正当防衛の成立が否定又は
制限される根拠を見出そうとするものである149。その際は、自招防衛の事案の
性質上当然に自招行為が侵害行為や防衛行為に先行しているのであるが、自招
行為に着目して正当防衛の成立を否定するのであれば、わざわざ正当防衛の形
148

この場合は自招防衛の問題とはならないことはすでに述べた。

149

大杉・前掲注（138）21頁。
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式的な成立を待たずとも、自招行為の段階ですでに挑発者は正当防衛を行う資
格を喪失するのであるから、第一段階の確認を行う意義は乏しいのではないだ
ろうか。外部的解決を志向する見解すべてがこのような命題を明示しているわ
けではないが、もし明示するのであれば、そのように主張する意義が改めて問
われなければならないであろう。
また、この問題は、特に原因において違法な行為の理論において鮮明に表れ
ることになるように思われる。
先に述べたように、この理論も、防衛行為自体には正当防衛が成立するとし
た上で、原因行為の違法性を根拠として、最終的な法益侵害結果の違法性を裏
づけるものである。この見解に依拠するのであれば、第一段階を考慮すること
はむしろ必須の手続きであるから、本稿が指摘するような批判はまったく当た
らないことになろう。しかし、正当防衛が成立するということは、刑法36条１
項所定の要件をすべて検討することを前提とするものである。それでは、防衛
行為自体が相当性を逸脱し、「過剰防衛」とされた場合はどのように扱うべき
であろうか150。防衛行為が相当性を逸脱し、過剰防衛であると判断された場合
は、36条２項により刑が任意的にではあるが減免されることになる。そうする
と、正当防衛の場合は任意的減免がなされないのに、過剰防衛の場合は任意的
減免がなされ、過剰に行為した方が有利に扱われることになりはしないだろう
か。過剰防衛の場合であっても任意的減免を適用しないという結論が導かれれ
ば問題はないが、原因において違法な行為の理論からその結論が導かれるかは
疑問である。
第３節

小括

本章では、第１節で自招防衛規定の沿革を、第２節で旧刑法の時代から現在
にかけての自招防衛論をそれぞれ検討してきた。
まず第１節について、旧刑法314条但書に規定されていた自招防衛規定は、

150

佐伯仁志『刑法総論の考え方・楽しみ方』
（有斐閣、2013年）156頁は、途中

の防衛行為に完全な正当化を認めてしまうと、
「その行為に対して正当防衛が
できなくな」り、
「防衛行為の相当性を限定することもできない」から、
「防衛
行為の時点の違法性もやはり問題にすべきである」としている。
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現行刑法への改正の途上で様々な草案における文言上の修正を経て、最終的に
は削除されたが、削除の理由を端的に述べれば、「急迫不正の侵害という要件
を規定すれば、自招防衛に関する規定はこれに解消されるので、明文で自招防
衛規定を残しておく必要はない」というものであった。これは、立法者は自招
防衛を急迫性要件と結びつけて理解していたということを端的に示すものと言
えよう。しかしながら、このような立法者意思が判例において直接に結実する
ことはなかった。この点については次章で検討する。
次に第２節について、ドイツの学説と対照させると、日本の学説は自招防衛
を正当防衛の成立要件に解消させて処理を図る見解（内部的解決）が多く主張
されている点に特徴があると言えよう。ドイツにおいては外部的解決が通説的
地位を占め、内部的解決を主張する見解は見られないが、日独でそのような差
異を生じている原因は、正当防衛規定の構造の差異に見出すことができる。す
なわち、日本刑法36条はドイツ刑法32条１項の妥当性要件に示されるような
「正
当防衛の社会倫理的制限」規定を持たないため、36条１項所定の要件の内部で
自招防衛を処理しようとしたのは至極自然な出発点であると言えよう。
ただし、
内部的解決、外部的解決のいずれの陣営に立っても、問題解決の視座はドイツ
の学説に依拠したものであるように思われる。すなわち、挑発者の主観面とし
ては意図的挑発、故意的挑発、過失的挑発の３類型が、挑発行為の客観的性質
としては侵害招致行為の違法性の有無・程度が、いずれの陣営においても──
全てではなくとも、大部分の見解においては──考慮されているのである。
しかし、判例の立場に立つのであれば、日本において意図的挑発類型を自招
防衛の問題として考慮する必要はないはずである。ドイツにおいては、侵害の
現在性は客観的に理解されているため、挑発者の主観面を考慮して正当防衛の
成立を否定しようとするときは、社会倫理的制限にその根拠を求めるほかない
ため、意図的挑発類型を自招防衛の枠内で考慮しなければならないが151、日本
151

さらに、
ドイツにおいても防衛の意思は要求されているものの、
通説からは、

正当防衛状況を認識していれば十分であるとされ、積極的加害意思を有した状
態で防衛行為に及んだとしても防衛の意思は肯定される。したがって、挑発行
為が存在していなければ、積極的加害意思を有して防衛行為に及んでも、正当
防衛の成立を否定する契機はないということになる。意図的挑発のように、
「意
図」という主観面を考慮して正当防衛の成立を否定することは、ドイツにおい
ては例外的な事情であると言えよう。Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil,
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では、──もちろん学説からの批判はあるが──判例上認められてきた積極的
加害意思論が意図的挑発類型を包含していると言えるのであるから、
あえて
「挑
発」という要素を重視しなくても、意図的挑発類型を捕捉することは可能なの
である。
特に意図的挑発については、日本では積極的加害意思論を批判する立場の論
者からも、自招防衛論において考慮する見解が少なからず主張されてきたが、
意図的挑発における主観面は積極的加害意思と同内容である。従って、
本稿は、
一方で積極的加害意思の考慮を否定し、他方で意図的挑発における「意図」の
考慮を肯定するのは矛盾しているのではないかと考える152。

BandⅠ, 4. Auflage, 2006, §14 Rn. 97.
152

そのような見解は、積極的加害意思を「急迫性要件」との関係で考慮すべき

でないというものであり、必ずしも「相当性要件」との関係でも考慮すべきで
ないと主張しているわけではない。しかし、意図的挑発の場合に相当性を否定
するのであれば、それと同内容である積極的加害意思の事案においても、
（要
保護性がない等の根拠づけを用いて）相当性を否定するという議論が出てこな
ければならないはずである。両者を別異に取り扱うためには、両者の相違点を
示す必要があろう。挑発の有無という点は相違点として考えられるところであ
るが、やはり両者の主観面の内容が同一である以上、意図的挑発の考慮は、積
極的加害意思論を事実上認めることとなろう。本稿は、挑発の有無は重要な相
違点を提供するものではないと考える。
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