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的やコンテクスト、さらに手段・媒体も変わってくる。それら

手段・媒体の一つとして法律が使われ、国によって、その射程、

時期、思想的位置づけ等がかなり異なってくる。

日本の優生法は、カナダ、アメリカやスエーデンと比べ、か

なり遅い時期まで存在した。多くの国では、一九七〇年代に断

種法が廃止されるか緩和されるかした中、日本では、一九九六

年まで優生保護法が適用される。理由として、新生活運動、
ウー

マンリブ、青い芝の会など市民運動間の力学も挙げられるが、

を出発点として、主に以下の二点に絞り論考する。

かったことも大きかったのではないだろうか。そのような疑問

が、一般市民はもとより、法学者の間でもあまり広まっていな

それと同時に、優生保護法が憲法違反の法律であるという意識
イザベル

○二〇一八年七月二五日（水）午後二時より

小沼

「民法における優生思想」
報告者

二十六名

（フランス国立東洋言語文化大学）
出席者

焦点をあて、優生結婚の法制化の有無をめぐりどのような議論

る男子の結婚を制限する目的で運動を起こし、衆議院へ請願書

平塚らいてうを代表とする新婦人協会は、花柳病に罹ってい

一．花柳病男子の結婚制限運動

が繰り広げられたのか、穂積重遠など主要な法学者と優生思想

を計三回提出した。婚姻を制限することは、民法の婚姻の要件

本報告では、法学の中でも、特に民法学における優生思想に

の関係を紹介した。発表の構成は戦前と戦後に分かれるが、法

優生思想は、
それを「思想」ととらえるか（ユーゼニズム）
、

生学と婚姻法」参照）の中で請願書を詳しく分析し意見を加え

める。相談を受け、
重遠は『婚姻制度講話』（一九二五年、付録
「優

学者の発言等を通し、
むしろその連続性に注目したものである。 につながるため、平塚らいてうは民法学者穂積重遠の助言を求

もしくは「学問」ととらえるか（ユーゼニックス）で、その目

北法69（5・1）1317

報
雑

優生法）という形で法制化される。このプロセスは、日本の優

締りと形を変え、さらに優生思想は、不妊手術の合法化（国民

請願は女尊男卑的な性格が問題視され、花柳病対策は売春の取

り、さらに法律婚が減るのではないかと心配する。その後、同

らは反対しないものの、このような婚姻制約を設けることによ

ている。なお、重遠は同運動に懐疑的であり、優生学的観点か

いう枠を保障するものとして正当化されている。さらに男女の

を明瞭に線引きできるという理由から、
「優生学的な生殖」と

している。ここで再婚禁止期間は、嫡出・非嫡出間の親子関係

が混乱する、そういうような優生学上の見地から」同条を肯定

う議論の中、奥野健一は当時、
「誰の子供であるかということ

めるものであるが、そちらが平等原則に反しているか否かとい

し考えることができる。特に民法七三三条は再婚禁止規定を定

（３）

生政策の重心が結婚規制から出産規制へと移り、断種法へと議

自由な合意による結婚を尊重する上で、優生学的欠陥者の結婚

「遺
 伝的の疾患・欠陥・奇形等を有する者と結婚との関係
については、それらの者の結婚を法律で禁止するといふ遣

する改正が中心的なものとなっているが、その結婚のモデルと

要とされる年齢が二〇歳までと下がり、一見男女の自由を尊重

婚姻年齢が両性ともに一年遅くなると同時に、両親の同意が必

（１）

り 方 も あ る の で あ り ま し て、 米 国 の 諸 州 や ス カ ン デ ィ ナ

するところはいわゆる優生結婚であり、とくに優生結婚でない

は制限する必要があるという発言もあり、「婚姻の優生的な合

ヴィヤ諸国などでは以前からさういふ法律を設けていま

ようにコメントしている。

論が進んだことの表れであろう。この流れを穂積重遠は以下の

す。しかし我国では其方法を採らず、結婚は差支ないが子

ケースを出来る範囲でなくす（障害者の結婚）、合意規定によ

意」という考えが根底にあったことが分かる。新憲法のもと、

が出来ないやうな手段を講じさせることにしたのであり

り制限できない場合（らい病患者など）でも、結婚を許すが生

（２）

」
ます。

殖を制限する（不妊手術と中絶の合法化）などの方法がとられ

優生思想の関係が伺えよう。さらに優生結婚の有無、優生的な

ている。以上から、ごく断片的ではあるが、民法の婚姻規定と

戦後における民法と優生思想の接点は、一九四八年の優生保

生殖の有無で扱いが異なってくることが平等原則に反してい

二．民法婚姻規定と優生思想

護法と同年施行された改正民法における婚姻規定との関係を通

北法69（5・2）1318
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る、という考えは、少なくとも主流ではなかったといえよう。
今後さらに、ヒューマニズム（人道主義）との関係も考察に取
り入れていきたい。

律婚にみる戸籍の法的役割」三谷博（監）クロード・ア

（１）詳しくは、小沼イザベル「花柳病男子の結婚制限と法
モン／廣瀬緑（編）
『近代日本とアジア─地政学的アプ
ローチから』勉誠出版、
二〇一六年、
一六五～一八六頁。
（２）穂積重遠 『結婚訓』
中央公論社、
一九四一年、
五四頁。
(http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/001/

（３） 国 会 参 議 院 司 法 委 員 会 一 九 四 七 年 八 月 二 一 日 議 事
録
1340/00108211340017.pdf).
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Le changement de circonstances
dans la jurisprudence constitutionnelle
Mathieu Disant＊
Parce que le rapport de conformité à la Constitution est évolutif, le Conseil
constitutionnel français est directement convoqué à prendre en compte un
éventuel changement de circonstances. La présente communication dresse un
bilan après 10 ans d’application de la réforme QPC. Il s’agit d’une notion en
construction permanente qui donne lieu à des appréciations de plus en plus
subtiles. Nous aborderons le changement de circonstances dans ses deux
principales configurations contentieuses : accès au juge constitutionnel, d’une
part ; appréciation de la conformité de la loi, d’autre part. Le temps fait
qu’une loi peut devenir inconstitutionnelle sans l’avoir été initialement et, à
l’inverse, qu’une disposition un temps inconstitutionnelle ne le soit plus. Un tel
changement permet de confronter la disposition législative contestée aux
dispositions ultérieures et/ou de les analyser à la lumière du contexte
nouveau. Il s’agit d’une technique contentieuse avec un riche potentiel. On
observe que l’appréhension du changement de circonstances révèle plusieurs
dimensions du rapport au temps. Il constitue un enjeu important, notamment
pour la (re) définition de l’office du juge constitutionnel.

＊

Agrégé des Facultés de droit (Droit public)

Professeur à l’Université Lyon Saint-Etienne (Jean Monnet)
Directeur du Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID) - UMR
CNRS 5137
I
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ファイナンス・リース取引の
抵触法上の取扱いについて
── ドイツの学説を中心に ──

嶋

拓

哉

１．ファイナンス・リース取引の概要と本稿の問題意識
（１）取引の概要1
ファイナンス・リース取引は、典型的には、
「ユーザーの希望する物
件を、リース会社がユーザーに代わってサプライヤーから購入し、リー
ス会社は比較的長期間にわたってその物件をユーザーにリースし、この
期間中に受け取るリース料をもって、投下資本および金利その他の付随
費用の全部あるいは大部分を回収するような採算に基づいて行われる取
2
と定義される。ファイナンス・リース取引は、ユーザーが導入を希
引」

望する設備機器を選定し、これをリース会社が購入しユーザーに貸与す
るものであるが、
日常の修繕等はユーザーが行い、リース会社はユーザー
からリース料という形態で設備機器購入費用等の償還を行うのみであ
る。従って、
その実態は、
ユーザーが設備機器を導入するに当たってリー
1

取引概要の詳細については、社団法人リース事業協会『リース標準契約書の

解説』
（リース事業協会、
1997年）
、
同協会『リース・ハンドブック〔第32版〕
』
（リー
ス事業協会、2016年）
、梶村太市＝石田賢一＝西村博一編『新リース契約法』
（青
林書院、2011年）等を参照。
2

伊藤進『リース・貸借契約論〔私法研究著作集第８巻〕
』
（信山社、1996年）３

頁以下、川口恭弘『現代の金融機関と法〔第５版〕
』
（中央経済社、2016年）89
～ 90頁。
［1］
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ス会社が資金提供を行っているという構図に等しいため、設備機器の導
入を目的とした資金調達手段として位置付けられる。金融取引としての
性格を強く帯びた契約であり、ノン・キャンセラブル（ユーザーからの
中途解約が禁止されていること）とフル・ペイアウト（リース期間中に
ユーザーが支払うリース料で、リース会社が物件代金およびそれに付随
する諸費用［金利、税金、保険料等］をほぼ全額回収すること）の二条
件を満たすものをいう3。
当事者は、リース会社（Leasinggeber）
、ユーザー（Leasingnehmer）、
サプライヤー（Lieferant）の三者である。個々の取引によって多少の違
いはある4が、当事者間の関係は概ね次のとおり整理できる。
第一に、リース会社とユーザーの関係である。リース会社はユーザー
とのリース契約に基づいて、比較的長期間（日本では通常３～７年）に
わたり、設備機器等の物件をユーザーに貸与する。他方において、ユー
ザーはリース会社に対して一定額のリース料を定期的に支払う。既述の
とおりユーザーからの中途解約は認められない5。物件の所有権はリース
会社に帰属する6が、リース会社は物件の瑕疵担保責任、修繕保守義務
3

こ れ に 対 し て、 使 用 貸 借 と し て の 性 格 が 色 濃 く 出 て い る の が、 オ ペ

レー ティ ング・ リース取引 と言わ れるもの である（ ドイ ツで は、“einfach
Leasingvertrag” と称されることもある）
。この取引は、リース会社が一定期間
ユーザーに物件を貸与することを目的とし、契約期間中であっても予告期間を
設けてユーザーから中途解約できる形態のものを指す。
4

本稿では、典型的と認識されているファイナンス・リース取引を念頭に置い

て記述するが、実際には、例えば、①ユーザーによる中途解約を認めるものの、
ユーザーには中途解約による損害金の支払いが義務付けられ、
これにより、
リー
ス会社による物件購入代金その他の付随費用の回収を可能とする形態、②契約
終了時に再度リースする権利をユーザーに付与しない形態、③ユーザーが支払
うリース料金を一定額ではなく、変額としたり、一定期間その支払いを据え置
く形態、④ユーザーがリース物件を第三者に転貸することを許容する形態等変
則的な態様を採るものも存在する（白木武男「特殊な形式をとったファイナン
スリース取引」金融法務事情1098号33 ～ 35頁［1985年］
）
。
5

但し、リース契約終了時に、ユーザーは再リースする権利を有する場合が比

較的多いようである。
6

もっとも、リース会社はリース料によって物件の売買代金等の回収をほぼ終
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および危険負担を負わない7。
第二に、リース会社とサプライヤーの関係である。リース会社はユー
ザーの希望する設備機器等の物件をサプライヤーから購入する。両者の
間には、物件に関する売買契約が存在する。また、サプライヤーはこの
売買契約の締結に当たり、それがリース会社とユーザー間のリース契約
と関連を有するものであることを認識している8。
第三に、ユーザーとサプライヤーの関係である。多くの場合、両者の
間には明示の契約は存在しないが、ユーザーはサプライヤーに対して
リース物件の修補を請求する権利を有すると考えられている9。
以上のことを踏まえると、ユーザーが希望する物件を導入するに当
たってその資金面での手当てをリース会社が行うという意味で、金融取
引的色彩の強い契約である。割賦購入契約と類似の機能を有するとも考
えられるが、契約終了時に物件の所有権がリース会社に帰属する点にお

えていることから、リース期間終了後にタダ同然の低価格でユーザーに当該物
件を売却することも多い。
7

伊藤・前掲注（２）３～４頁。

8

1988年５月28日付で策定された国際的なファイナンス・リース取引に関する

ユニドロワ条約（UNIDROIT Convention on International Financial Leasing）
１条２項（b）では “the equipment is acquired by the lessor in connection with
a leasing agreement which, to the knowledge of the supplier, either has been
made or is to be made between the lessor and the lessee;” とある（下線部は執
筆者による）
。なお、わが国およびドイツは同条約を批准していない。
9

もっとも、わが国実質法においても、サプライヤーに対するユーザーの直接

修補請求権の法的根拠は明らかではない（織田博子「ファイナンス・リース取
引と多角的法律関係」椿寿夫＝中舎寛樹編『多角的法律関係の研究』
（日本評論
社、2012年）400頁以下、梶村＝石田＝西村編・前掲注（１）70頁以下［石田］
）
。
なお、社団法人リース事業協会によるリース契約書〔平成12年２月改訂版〕15
条３項では、
物件に瑕疵があった場合等においては、
①ユーザーがサプライヤー
に対して直接修補請求を行い、サプライヤーとの間で解決を図るべきこと、②
ユーザーがリース会社に対して書面で請求し、リース会社もこれに応じる場合
には、リース会社は自身がサプライヤーに対して有する請求権をユーザーに譲
渡することにより、ユーザーに協力すること等が規定されている。
［3］
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いて、割賦購入契約との相違が認められる10。もっとも、本稿との関係
で着目すべきは、ファイナンス・リース取引が複数の当事者間における
複数の契約に基づいて構成されている点である。この取引の基本的な枠
組みは、リース会社とユーザー間のリース契約と、リース会社とサプラ
イヤー間の物件売買契約を組み合わせる形で、構築されている。現在言
われているところの結合取引の一種である。わが国の実質法では従前よ
り、この二つの契約を一応別個のものとして取扱ってきたが、他方にお
いて、この二つの契約は経済的目的から一体性を有していることに留意
すべき、との見解も示されてきた11。
（２）本稿の問題意識
とりわけ近年の経済活動においては、複数の契約を結合させる形で単
一の取引メカニズムが組成されることが多い。ファイナンス・リース取
引に限らず、
第三者信用販売取引、
フランチャイズ等はその典型である。
こうした結合取引は、独立した複数の経済主体が分業しながら同一の経
済目的を実現するために協働するという現代的な取引の枠組みである
が、それは同時に、契約という二当事者間に限定した法的関係を駆使す
ることで、法的責任の所在という観点に立てば分散型のメカニズムを提
供するものとして機能している12。従って、こうした複数契約の結合か
ら生じる取引システムでは、契約を用いて相対型でのリスク管理が行わ
れる一方で、契約の多角的結合を通じて取引による利益の内部分配が複
雑化し不透明化することで、リスクの所在と収益の所在が必ずしも一致
するわけではなく、両者の間にズレが生じることがある。顧客は結合関
係にある個々の取引内容に応じて、経済的統合体を組成する各構成員と
個別に契約を締結するが、そうした契約の相対関係のみに着目しても、
10

近江幸治『民法講義Ⅴ契約法〔第３版〕
』
（成文堂、2006年）328頁。但し、リー

ス契約においても、期間終了時にタダ同然で物件をユーザーに売却するのであ
れば、実態として両者の差違は殆ど無くなるであろう。
11

近江・前掲注（10）328頁。

12

グンター・トイブナー（藤原正則訳）
「結合義務としての利益の分配？フラ

ンチャイズ・システムでのネット利益の再分配」新世代法政策学研究10号251
頁以下（2011年）
。
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そこから看取しうるのは顧客と個々の構成員に閉じた双方的交換関係に
過ぎず、結合関係にある複数の契約が構築する取引システム全体と顧客
との間の法的関係を把握することはできないであろう。複数の構成員が
共通の経済目的を実現するために一体的関係性を強化し、その内部で契
約の相対性を駆使して緩やかな責任分散型の体制を構築している以上、
実質法の領域のみならず抵触法の領域においても、契約の集合体として
の取引システムを全体として視野に入れ、法的処理のあり方を検討する
必要があるように思われる。即ち、抵触法の領域においても、この点に
留意し、準拠法の決定に当たっては、複数の経済主体の協働による経済
的統合体の存在を正面から認知し考慮を払う必要があるように思われ
る13。
ファイナンス・リース取引は、リース会社とユーザー間のリース契約
と、リース会社とサプライヤー間の物件売買契約を組み合わせた結合取
引の典型であるが、本稿では、上述のような視点に立脚して、この取引
の抵触法上の取扱いについて概観する。わが国では、踏み込んだ先行研
究がないことから、主としてドイツの学説状況を紹介し、これに考察を
加える形で議論を進めることとしたい。

２．ドイツにおける通説的見解の整理
ドイツにおいても、実質法の領域でネットワーク責任論の立場から契
約結合を論じる見解もある14が、通説的理解はこうした新たな視点を採

13

わが国実質法の領域においても、こうした問題意識に立脚した議論が既に

展開されている。例えば、千葉恵美子「
『多数当事者の取引関係』をみる視点－
契約構造の法的評価のための新たな枠組み－」伊藤進他編『椿寿夫教授古稀記
念・現代取引法の基礎的課題』
（有斐閣、1999年）161頁以下、都筑満雄『複合
取引の法的構造』
（成文堂、2007年）
、椿寿夫＝中舎寛樹編『多角的法律関係の
研究』
（日本評論社、2012年）等では、こうした問題意識を明確に看取すること
が可能である。
14

トイブナー（藤原訳）
・前掲注（12）
、
およびグンター・トイブナー（藤原正則訳）

『契約結合としてのネットワーク』
（信山社、2016年）はその代表例である。
［5］
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り入れることには否定的である15。また、実質法に比べてさほど踏み込
んだ議論が展開されているわけではないが、抵触法の領域でも、結合取
引を構成する個々の契約に着目し、契約毎に区々準拠法を決定していく
立場が支配的である。
（１）当事者による法選択がある場合
通説的な見解に拠れば、仮令結合取引を構成する個々の契約であった
としても、各契約の当事者間で準拠法の選択がある場合には、当事者自
治の原則に従い、その選択が尊重される16。ローマⅠ規則３条１項では
「契約は当事者によって選択された法に拠る。その選択は契約条項もし
くは事案の状況により明示的にあるいは明確に示されていなければなら
ない。当事者はその選択により、契約の全部もしくは一部のみについて
準拠法を指定することができる」と規定するが、この当事者自治の原則
とでも言うべき内容は、もはや欧州では「契約上の債権債務関係を巡る
17
として位置付けられている。例えば、
抵触法体系の基礎
（cornerstone）
」

C. Dageförde 博士は、ファイナンス・リース取引を念頭に置いて、
「ロー
マⅠ規則３条に拠れば、
リース契約および物件売買契約の当事者は、各々
の契約関係を各自が選択した法に委ねることができる。これを特定の法
に限定するといった考えは、欧州抵触法の観点からは成り立ち得ない。
特に準拠法選択の合意は相互に独立しており、選択された法の適用は
リース契約もしくは物件売買契約それぞれに限定される。なお、通常は

15

S. Grundmann, Die Dogmatik der Vertragsnetze, AcP 207, 719 (2007); C-W.

Canaris, Handelsrecht, 24. Aufl. (C. H. Beck, 2006), 302ff.
16

Münchener Kommentar BGB, Band 12, 7. Aufl. (C. H. Beck, 2018), Rom I-VO,

Art. 4 Rdn. 53 [D. Martiny]; C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), Internationales
Vertragsrecht, 7. Aufl. (Dr. Otto Schmidt, 2010), Rdn. 1133 [C. Dageförde].
17

ロ ー マ Ⅰ 規 則 前 文（11）を 参 照。F. Diedrich, Rechtswahlfreiheit und

Vertragsstatut: eine Zwischenbilanz angesichts der Rom I-Verordnung,
RIW 2009, 378, 379; G. Rühl, Party Autonomy in the Private International
Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency, in
E. Gottschalk/R. Michaels/G. Rühl/J. von Hein (ed.), Conflicts of Laws in a
Globalized World (Cambridge Univ. Pr., 2007), 153.
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明示的な準拠法選択が必要であろう。というのも、契約内容の相互独立
性という視点に基づけば、
一の契約（例えば、
リース契約）が他の契約（例
えば、物件売買契約）と時間的な関連性を持って締結されたという一事
では、黙示の法選択の意思を立証するには不十分と考えられるからであ
る」と明快に論じている18。
こうした通説的な見解には一点留保を要するであろう。それは、ファ
イナンス・リース取引を構成する各契約が消費者契約に該当する場合に
は、ローマⅠ規則６条２項およびドイツ国際私法（以下、条項前は単に
「EGBGB」という）46b 条の規定19が、当事者自治の原則を外在的に制約
するという点である20。このうちローマⅠ規則６条２項では、事業者に
該当しない自然人（消費者）と事業者との間で契約が締結された場合で
あっても、当事者による主観的法選択を許容するものの、主観的法選択
を行うことで、消費者の常居所地国法のうち強行法規に基づき付与され
る保護を消費者から奪うことを許容しない旨規定する。つまり、消費者
契約という特定の契約類型については、主観的法選択を用いることで消
費者の常居所地国の強行法規による消費者保護の枠組みを潜脱すること
を認めないというのが、当該規定の趣旨であり21、市場における弱者保
護 を 目 的 と し た 特 別 規 定 で あ る と 位 置 付 け ら れ て い る22。 ま た、
18

C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1133 [C. Dageförde].

19

加えて、ローマⅠ規則９条に規定する国際的強行法規の適用も、当事者自

治原則に対する外在的制約の１つである。本稿は、同原則に対する外在的制約
を主たる題目とはしていないので、紙幅の関係上、説明は割愛する。詳細につ
いては、拙稿「結合取引の準拠法－第三者信用販売取引を中心に据えて」北大
法学論集68巻４号276頁以下（2017年）を参照。
20

もっとも、ファイナンス・リース取引では多くの場合、建設機器、製造機械、

船舶・航空機、トラック、建設プラント等を対象とすることを踏まえると、大
半の事案では、リース会社、サプライヤーはもとより、ユーザーも事業者であ
ると想定される。従って、以下本稿では、特段の言及がない限りは、これら取
引当事者がすべて事業者であることを前提に検討を行う。
21

C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 4206 [D. Martiny].

22

Staudinger BGB, Einleitung zur Rom I-VO; Art. 1-10 Rom I-VO (de

Gruyter, 2016), Rom I-VO Art. 6 Rdn. 1 [U. Magnus]; Palandt BGB, 72. Aufl.
(C. H. Beck, 2013), Rom I-VO Art. 6 Rdn. 2 [K. Thorn]; H. E. Kroeger, Der
［7］
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EGBGB46b 条に拠れば、契約が欧州連合加盟国および欧州経済圏に属
する国23と実質的に密接な関連を有する場合には、仮令当事者が契約準
拠法として第三国の法を選択したときであっても、消費者保護に関する
欧州連合指令を実施するためにこれら欧州連合加盟国等が施行している
法律を適用することが求められる。一般的に消費者契約を巡っては欧州
連合の規制水準が相対的に高い24ため、一方の契約当事者である事業者
は、消費者契約に関して何らの保護規定も有しない第三国（あるいは欧
州連合よりも保護水準の低い第三国）の法を準拠法に指定し、この潜脱
を目論むことがあり得る。しかしながら、仮に契約当事者という私人の
主観的法選択により欧州連合指令の適用を回避できるとなれば、同連合
域内で調和が図られてきた標準的な保護水準の維持が妨げられることに
なる25。こうした事態を回避し欧州連合指令を属地的に適用しその保護
水準の確保を図る必要があるが、EGBGB46b 条はこれを実現するため
に設けられた抵触規定である26。

Schutz der "marktschwächeren" Partei im internationalen Vertragsrecht
(A. Metzner, 1984), 80; C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn.
4204 [D. Martiny]; Dicey/Morris/Collins, The Conflict of Laws, 15th ed.
(Sweet&Maxwell, 2012), §33-126.
23

欧州経済圏（European Economic Area）は、欧州自由貿易連合（EFTA）加

盟国が欧州連合（EU）に加盟することなく、欧州連合の単一市場に参加するこ
とができるように、1994年に欧州自由貿易連合と欧州連合の間で発効した協定
に基づいて設置された枠組みである。これにより欧州連合の単一市場に参加し
得る国は、具体的にはアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインの三か
国である。
24

M. Kaspers, Die gemischten und verbundenen Verträge im Internationalen

Privatrecht (P. Lang, 2015), 79ff.
25

M. Kaspers, a.a.O. (Fn. 24), 142．

26

Münchener Kommentar BGB, a.a.O. (Fn. 16), EGBGB Art. 46b Rdn. 2 [D.

Martiny]; C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 4236ff. [D.
Martiny]; Staudinger BGB, Art. 11-29 Rom I-VO; Art. 46b, c EGBGB (de
Gruyter, 2016), EGBGB Art. 46b Rdn. 1 [U. Magnus]; H. G. Bamberger/H. Roth
(Hrsg.), BGB, Band 3, 3. Aufl. (C. H. Beck, 2012), EGBGB Art. 46b Rdn. 1 [A.
Spickhoff]; Erman BGB, Band II, 12. Aufl. (Dr. Otto Schmidt, 2008), EGBGB Art.
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（２）当事者による法選択がない場合
通説的見解に拠れば、ファイナンス・リース取引を構成する個別契約
（リース契約と物件売買契約）について当事者による法選択がない場合
であって、ローマⅠ規則６条に規定する特別類型に該当しないとき27に
は、同規則４条に定める客観連結規則に基づき、これら契約毎に区々準
拠法が決定されることになる28。
リース契約および物件売買契約毎に具体的な準拠法決定のあり方を論
ずる前に、ローマⅠ規則４条の客観連結規則について簡単に説明を要す
る で あ ろ う。 契 約 の 客 観 連 結 に お い て は 特 に、 予 見 可 能 性
（Vorhersehbarkeit）や法的安定性（Rechtssicherheit）の確保という要請
がある一方で、具体的な最密接関係性（engste Beziehung）の探求が要
請される29が、同条はこれら二つの相反する要請の均衡を図る形で客観
連結に関するルールを規定している30。ローマⅠ規則４条では、第１項
で代表的な契約類型を列挙し、それぞれの類型について画一的な連結点
を規定する31。例えば、動産売買契約については売主の常居所地を、サー

29a Rdn. 1 [G. Hohloch].
27

ローマⅠ規則４条の規定に拠れば、同条の適用要件として、第５条から第

８条に該当しないことが求められている。しかしながら、第５条は運送契約、
第７条は保険契約、第８条は個別雇用契約を対象とする特別規定であり、これ
ら三つの契約類型はいずれもファイナンス・リース取引とは関係が生じ得ない。
同取引と関係があり得るとすれば、消費者契約に関する特別規定たる第６条の
みである。
28

Münchener Kommentar BGB, a.a.O. (Fn. 16), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 53 [D.

Martiny]; C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1134ff. [C.
Dageförde].
29

T. Rauscher (Hrsg.), EuZPR･EuIPR, Band III [Rom I-VO, Rom II-VO], 4.

Aufl. (Dr. Otto. Schmidt, 2016), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 14 [K. Thorn].
30

T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 14 [K. Thorn]; U.

Magnus/P. Mankowski (ed.), European Commentaries on Private International
Law, Vol. II [Rome I Regulation] (Dr. Otto Schmidt, 2017), Art. 4 No. 6 [U.
Magnus].
31

Erman BGB, 15. Aufl. (Dr. Otto. Schmidt, 2017), Rom I Art. 4 Rdn. 2 [G.

Hohloch]; Palandt BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom I Art. 4 Rdn. 2 [K. Thorn].
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ビス提供契約については提供者の常居所地を、不動産の物的権利や賃貸
借に関する契約については不動産の所在地を、それぞれ連結点として定
めるが如くである32。また第２項では、第１項に規定する個別類型に包
摂されない契約や複数の類型に跨がる契約について、特徴的給付を行う
当事者の常居所地を連結点として規定する。もっとも、第１項および第
２項の規定内容は明確（clear cut）であるものの、常に最密接関係地へ
の連結という結果を導くとは限らない33。個々の事案における最密接関
係地を探求することは、結果として当事者の予見可能性の確保に繋がる
側面を有することから、より柔軟な抵触準則を追加的に設けて、具体的
事案における妥当性（kollisionsrechtliche Einzelfallgerechtigkeit）を確
保する必要がある34。このような目的を有する規定が第３項および第４
項である。とりわけ第３項では、事案のあらゆる事情を勘案した結果、
前二項が指し示す地以外に明らかにより密接な関連性を有する他の地が
存在する場合には、当該他の地の法を適用する旨を規定する。これは回
避条項（Ausweichklausel, escape clause）であり、最密接関係地を探求
することによって、第１項または第２項で得られた結論を覆す効力を有
することから、客観連結の基本的視座が飽くまでも最密接関係地法の探
求にあることを強く示唆するものとして位置付けられる35。

32

ローマⅠ規則４条１項 (a), (b), (c) を参照。

33

T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 134 [K. Thorn]; U.

Magnus/P. Mankowski (ed.), supra note (30), Art. 4 No. 24 [U. Magnus].
34

T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 134 [K. Thorn]; U.

Magnus/P. Mankowski (ed.), supra note (30), Art. 4 No. 24 [U. Magnus].
35

なお、ローマⅠ規則４条４項は、
「第１項および第２項に拠れば準拠法が定

まらない場合には、契約は最密接関係地国法に拠る」と規定する。稀なケース
ではあるが、交換契約やジョイント・ベンチャー契約等では、時として第１
項および第２項の clear-cut rule では準拠法が定まらない事態が想定される。
こうした場合には、第３項の回避条項に拠らず、第４項に基づき、最密接関
係地国法が契約準拠法として指定される（Staudinger BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom
I-VO Art. 4 Rdn. 144 [U. Magnus]）
。
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（イ）リース会社とサプライヤー間の物件売買契約
物件売買契約の当事者はリース会社とサプライヤーであるが、対象物
件が動産であって両当事者が異なる国に所在する場合には、ローマⅠ規
則４条１項（a）に基づいて、サプライヤーの常居所地36に客観連結す
る37。他方、物件が不動産である場合には、同項（c）に基づいて、不動
産の所在地に客観連結する38。なお、対象物件が動産である場合、この
契約にはウィーン動産売買条約の適用が想定され得る39 40。ドイツにおけ
る主たる見解に拠れば、
これら客観連結に関する結論には異論をみない。
（ロ）リース会社とユーザー間のリース契約
リース契約の客観連結のあり方を巡っては、従前より様々な見解が錯
綜していた。ドイツ以外に眼を向けると、古くは英国41やフランス42に
36

サプライヤーは通常、事業者であるが、その場合の常居所地は、ローマⅠ

規則19条に基づき決定される。仮に契約がサプライヤーの一の事業所の業務と
して締結されたものであれば、同４条１項（a）にいう常居所地は、契約締結時
における当該事務所の所在地を指す（同19条２項および３項）
。それ以外の場
合には、サプライヤーの中心的業務地（本拠地）がその常居所地とされる（同
条１項）
。
37

C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1134 [C. Dageförde]; T.

Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 94 [K. Thorn].
38

ファイナンス・リース取引の対象となる不動産として、従来は建物、構築

物等の償却資産が想定されてきたが、近時では工業用地等の取得のために、土
地を対象とするファイナンス・リース取引を活用する動きもあるようである。
不動産を対象とするリース取引の概要については、伊藤・前掲注（２）195頁以
下を参照。
39

C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1134 [C. Dageförde];

Staudinger BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 264 [U. Magnus].
40

他方において、次項（ロ）で取り上げるリース契約に関しては、仮令期間終

了時点においてユーザーが物件を買い取る権利を付与されていたとしても、
ウィーン動産売買条約の適用はないとされる（U. Magnus/P. Mankowski (ed.),
supra note (30), Art. 4 No. 315 [U. Magnus]）
。
41

I. Davies, International Leasing, The Journal of Business Law 1984, 468, 475.

42

Bey/Gavalda, Problématique Juridique du Leasing International, Gaz. Pal.

(1979) I-Doctr., 144f.
［11］
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おいて、リース契約について、仮令それが動産を対象としたものであっ
ても、物件所在地に客観連結すべきとの見解が提唱されていた。こうし
た見解は、当時コモン・ローでは、リース契約は所有権（proprietary
right, jus in re）を創出するものとして、その物権的性格が主張されて
いた43ことと深い関連を有している44。これに対して、従前のドイツでは、
他の契約同様にリース契約も、契約準拠法に関する一般準則に沿って客
観連結がなされるものと考えられていた。ローマⅠ規則施行前には、
EGBGB28条が契約の客観連結準則を規定していたが、その第１項では、
契約は最密接関係地に連結することが規定され、第２項では特徴的給付
者の常居所地（法人の場合には、当該契約に関与したのが一の事業所で
ある場合にはその事業所の所在地、そうでない場合には主たる事業所の
所在地）を最密接関係地と推定する旨の規定が、第３項では不動産の物
的権利もしくはその利用を対象とする取引については、その不動産の所
在地を最密接関係地と推定する旨の規定が、それぞれ置かれていた。ま
た第５項には回避条項が置かれ、事案の諸事情を総合的に勘案すれば、
その他の地が最密接関係地と認められる場合には、第２項以下の推定条
項を適用しない旨を規定していた45。そこで当時の学説に拠れば、動産
を対象とするファイナンス・リース取引について、ユーザーがリース料
を金銭で給付するのに対して、リース会社は対象物件を給付することか
ら、 後 者 が 特 徴 的 給 付 者 と し て 位 置 付 け ら れ る と し た う え で、
EGBGB28条２項に基づきリース会社の常居所地（上記事業所の所在地）
がリース契約の最密接関係地として推定されると考えられていたのであ
る46。
43

I. Davies, supra note (41), 468, 475.

44

同様の指摘を行うものとして、C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn.

16), Rdn. 1135［C. Dageförde］がある。
45

なお、EGBGB28条４項は、運送契約について、積込地、積降地または発送

者の主たる事業所のいずれかが運送会社の主たる事業所の所在地と同一であれ
ば、その地を最密接関係地と推定する旨等を規定していた。もっとも、同条項
は本稿の内容とは直接的な関連を有しない規定である。
46

Soergel BGB, Band 10, 12. Aufl. (W. Kohlhammer, 1996), EGBGB Art. 28 Rdn.

175-176 [B. von Hoffmann]; Erman BGB, a.a.O. (Fn. 26), EGBGB Art. 28 Rdn. 36
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ローマⅠ規則施行後は、動産を対象とするリース契約については、同
規則４条１項（b）に基づきリース会社の常居所地47に客観連結するとの
見解も存在する48。同規則４条１項（b）は、サービス提供契約について
提供者の常居所地に客観連結する旨を規定するが、この見解に拠れば、
リース契約は同条項にいうサービス提供契約に該当すると主張するので
ある。これに対して通説的見解は、動産を対象とするリース契約につい
て、リース会社の常居所地に客観連結するとの結論では上記見解と一致
をみるものの、ドイツ国際私法（具体的条文としては EGBGB28条）に
おける従前の見解を基本的に踏襲し、その根拠をローマⅠ規則４条２項
に求めるべきものと考えている49 50。通説的見解に拠れば、ファイナンス・
リース取引におけるリース契約は、オペレーティング・リースとは異な
51
が後退しているこ
り、事務処理的要素（Geschäftsbesorgungselement）

[G. Hohloch]; C. von Bar, Internationales Privatrecht, Band II (C. H. Beck, 1991),
Rdn. 499; Münchener Kommentar BGB, Band 10, 4. Aufl. (C. H. Beck, 2006),
EGBGB Art. 28 Rdn. 174 [D. Martiny].
47

脚注（36）で既に説明済みであるが、リース会社は事業者であるから、その

常居所地に関する詳細な認定は、ローマⅠ規則19条に基づいて行われる。
48

H. Prütting/G. Wegen/G. Weinreich (Hrsg.), BGB, 8. Aufl. (Luchterhand,

2013), Rom I-VO Anhang zu Art. 4 Rdn. 41 [E. Brödermann/G. Wegen].
49

T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 94 [K. Thorn];

Staudinger BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 265 [U. Magnus];
Münchener Kommentar BGB, a.a.O. (Fn. 16), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 53 [D.
Martiny]; U. Magnus/P. Mankowski (ed.), supra note (30), Art. 4 No. 316
[U.Magnus]; C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1135 [C.
Dageförde].
50

通説的見解に拠れば、リース対象物件が船舶であるケースでも、同様

に ロ ー マ Ⅰ 規 則 ４ 条 ２ 項 が 適 用 さ れ る と 考 え ら れ て い る（P. Mankowski,
Seerechtliche Vertragsverhältnisse im Internationalen Privatrecht (J. C. B.
Mohr, 1995), 440; Staudinger BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 265
[U. Magnus]; U. Magnus/P. Mankowski (ed.), supra note (30), Art. 4 No. 316 [U.
Magnus]; Münchener Kommentar BGB, a.a.O. (Fn. 16), Rom I-VO Art. 4 Rdn.
52 [D. Martiny]）
。
51

なお、事務処理契約がローマⅠ規則４条１項（b）に規定するサービス

提供契約（Dienstleitungsvertrag）に該当することについては、異論をみな
［13］
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と、あるいは単に物件を使用に供することが契約の主たる要素であるこ
とから、同規則４条１項（b）に規定するサービス提供契約には該当し
ないとする52。これは、①ファイナンス・リース取引において、リース
会社は物件をユーザーの使用に供するものの、取決めにより修繕保守義
務を負わないなど、サービス提供を殆ど行わないこと、②物件の所有権
はリース会社に帰属するものの、実態としてはその購入代金をユーザー
が支弁する形となっており、ユーザーによる物件購入をリース会社が金
融面で支援する性格が強いことという、同取引の二つの特徴を踏まえた
判断であろうと考えられる。
他方で、リース契約の対象物件が不動産である場合には、その所在地
に客観連結すると一般に考えられている53。もっとも、その法的根拠は
さほど明確ではない。ローマⅠ規則４条１項（c）は「不動産に関する物
的権利（ein dingliches Recht, a right in rem）および賃貸借（Miete oder
Pacht, tenancy）を対象とする契約はその所在地国法に拠る」旨を規定
するが、学説は、リース契約が物的権利を対象とする同条項前段の契約
類型に該当しないとするほか、賃貸借を対象とする後段の契約類型にも
直ちには包含されないとする点で、見解の一致をみているようである。
そのうえで、最終的な結論として不動産所在地に連結するという点でも
ほぼ一致をみる54が、その法的根拠を巡っては区々の見解が示されてい
い（Münchener Kommentar BGB, a.a.O. (Fn. 16), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 48
[D. Martiny]）
。 ま た こ の 点 は 旧 法（EGBGB29条 ）下 で も 確 認 さ れ て い る
（BGH von 26. 10. 1993, BGHZ 123, 380, 385; W. Lorenz, Kollisionsrecht des
Verbraucherschutzes: Anwendbares Recht und internationale Zuständigkeit,
IPRax 1994, 429, 430）
。
52

T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 94 [K. Thorn];

Staudinger BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 265 [U. Magnus]; U.
Magnus/P. Mankowski (ed.), supra note (30), Art. 4 No. 316 [U. Magnus].
53

Staudinger BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 266 [U. Magnus]; U.

Magnus/P. Mankowski (ed.), supra note (30), Art. 4 No. 317 [U. Magnus]; C.
Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1136 [C. Dageförde].
54

本文に記述した支配的見解と同様、不動産を対象とするリース契約にロー

マⅠ規則４条１項（c）を適用することに否定的な立場を採ったうえで、支配的
見解とは異なり、不動産所在地に客観連結するという結論自体に異を唱える少
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る。C. Dageförde 博 士 は ロ ー マ Ⅰ 規 則 ４ 条 ３ 項 の 回 避 条 項
（Ausweichklausel）に基づき不動産所在地を最密接関係地と捉える55の
に対して、U. Magnus 博士はローマⅠ規則４条１項（c）の後段の契約
類型（賃貸借）を広く解することにより、
あるいは同条項の準用により、
もしくは４条３項の適用により、同旨の結論を導こうとする56。
（３）ユーザーとサプライヤーの法的関係
これまで本稿では、
ファイナンス・リース取引を構成する二つの契約、
即ち、物件売買契約とリース契約の準拠法について、主観的法選択が存
在する場合とそうでない場合に分けて、通説的な立場にある学説が如何
なる見解を示しているのかを説明したが、準拠法が問題となり得るもう
一つの局面が、ユーザーとサプライヤーの法的関係である。この両者の
間には直接の契約関係がないことが多いが、他方で、通常のファイナン
ス・リース取引の場合にはリース会社が修繕義務を負わないため、ユー
ザーからサプライヤーに対して直接に修補請求が行われるのが通常であ
る。果たして両者の関係を規律する法を如何なる抵触準則に基づき決す
べきかという点が、ここで議論されるべき問題である。
ドイツにおいても、この点について言及している文献は僅少である。
その中でも、
最も明快なのは、
K. Thorn 博士の見解である。同博士は「サ
プライヤー（Lieferant）に対するユーザー（Leasingnehmer）の直接修補
請求権に関しては、実質的に（im Wesentlich）ローマⅠ規則14条に基づ
き、その譲渡はリース契約の準拠法に拠る一方で、請求権の内容は物件
売買契約の準拠法に拠る」
との結論を示している57。ローマⅠ規則14条は
任意の債権譲渡に関する抵触規則であるが、サプライヤーに対するユー
数意見もある（R. Plender/M. Wilderspin, The European Private International
Law of Obligations, 4th ed. (Sweet&Maxwell, 2015), §7-039）
。この少数意見に
拠れば、ローマⅠ規則４条２項に基づき、特徴的給付者であるリース会社の常
居所地に客観連結するという結論に至る。
55

C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1136 [C. Dageförde].

56

Staudinger BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 266 [U. Magnus]; U.

Magnus/P. Mankowski (ed.), supra note (30), Art. 4 No. 317 [U. Magnus].
57

T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 94 [K. Thorn].
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ザーの直接修補請求権について、リース会社が元来物件売買契約に基づ
きサプライヤーに対して取得した修補請求権をユーザーに譲渡するとい
う構成を擬制すれば、この Thorn 博士の説明は判りやすいであろう。
ただ、実際には、リース会社がユーザーに、自身がサプライヤーに対し
て有する修補請求権を譲渡しているわけではない。Thorn 博士も「実質
的に（im Wesentlich）
」という文言を用いて、本来的にはローマⅠ規則
14条の適用が想定される局面ではないことを暗に示唆しているものと思
われる。
他方で、結論としては Thorn 博士と同じであるが、その立論を異に
するのが C. Dageförde 博士である58。同博士も、サプライヤーに対する
直接修補請求権がユーザーに帰属するか否かは、リース契約の準拠法に
拠るとする。しかしながら同博士は、
その根拠として、そうしたユーザー
の請求権がリース契約における瑕疵担保免責条項の効果により生じると
した、ドイツ連邦最高裁判決59を引き合いに出す60。即ち、ユーザーが直
接修補請求権を取得し得るか否かはリース契約における瑕疵担保免責条
項の有無に拠るのだから、その判断はリース契約の準拠法に委ねられる
との立論であろう。そのうえで、サプライヤーに対するユーザーの直接
修補請求権の行使内容（行使の範囲および態様）については、ローマⅠ
58

C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1138 [C. Dageförde]. な

お、Münchener Kommentar BGB, a.a.O. (Fn. 16), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 53 [D.
Martiny] では、
「サプライヤーに対するユーザーの、あり得べき直接修補請求
権については、物件売買契約とリース契約両方の準拠法の組み合わせが支持さ
れる」と記述する。不明確な記述であるが、おそらくは事項毎に二つの準拠法
を切り分けて適用するという意味であり、その限りにおいて、K. Thorn 博士
および C. Dageförde 博士の見解と同様の趣旨ではないかと思われる。
59

BGH von 17. 12. 1986, NJW 1987, 1072, 1073.

60

この判決では、瑕疵担保免責条項が有効であるためには、その前提条件と

してユーザーがサプライヤーに対する直接修補請求権を取得していることを要
するとしたが、仮にこうした条件が満たされない場合には、当該免責条項はド
イツ民法307条に反し無効と考えられている。なお、ドイツ民法307条は「約款
中の条項が信義誠実の要請に反して約款使用者の契約相手方を不相当なまでに
不利益に取り扱うときは、当該条項を無効とする。不相当なまでの不利益は、
条項が明確でなく、または平易でないことからも生ずる」旨を規定する。
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規則15条に基づき物件売買契約の準拠法に拠るとする。ユーザーはリー
ス会社に対して一定額のリース料を支払うなどリース契約上の自身の債
務を履行している以上、物件売買契約に基づきリース会社がサプライ
ヤーに対して有する修補請求権を代位行使し得るという法律構成を念頭
に置いたうえで、その行使内容の問題は代位対象債権である修補請求権
の準拠法（即ち、物件売買契約の準拠法）に拠るべしとする立論であろ
う61。
（４）小括
ドイツにおける通説的学説の中では、ファイナンス・リース取引を巡
る抵触法上の分析について、概ね以下のようなコンセンサスが得られて
いると思われる。
① ファイナンス・リース取引を構成する物件売買契約およびリース契
約には当事者自治の原則が妥当し、各契約につき主観的法選択があれ
ばそれを優先する。
② 主観的法選択がない場合には各契約につき客観連結に拠るが、その
場合の結論は概ね次のとおりである。
（ⅰ）物件が動産である場合には、物件売買契約はサプライヤーの常居
所地に、リース契約はリース会社の常居所地に、各々連結する。
（ⅱ）物件が不動産である場合には、物件売買契約、リース契約ともに、
不動産所在地に連結する。
③ サプライヤーに対するユーザーの直接修補請求の問題については、
そうした請求権の内容（行使の範囲および態様）については物件売買
契約の準拠法に拠る一方、ユーザーに当該請求権が帰属するか否かは
リース契約の準拠法に拠り判断する。

61

C. Dageförde 博士は「法的な直接修補請求権が認められたユーザーの状況

は、任意の債権譲渡を通じてサプライヤーに対する請求権を取得した場合とほ
ぼ同等のものと評価できる」としており、債権譲渡的な構成を前提とする上記
K. Thorn 博士の見解にも一定の理解を示している（C. Reithmann/D. Martiny
(Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1138 [C. Dageförde]）
。
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３．結合取引を巡る近時の見解
本稿では、上記２．において、結合取引の典型としてファイナンス・
リース取引を例に採り、ドイツにおける通説的見解について概説を行っ
てきた。後述（４．
（２）①）の如く細部における議論の妥当性にはやや
問題も残るように思うが、全体として議論の整合性にも配慮が払われて
おり、これに対して批判的検証を行う余地は小さいように思われる。こ
の通説的見解に拠れば、ファイナンス・リース取引を構成する個々の契
約（リース契約、
物件売買契約）における当事者相対の問題については、
他の契約と結合関係にない単一の契約と何ら変わることなく、一般的な
抵触規則（ローマⅠ規則では第３条以下の規定）に基づいて準拠法を決
定すればよいと考えられている。従って、個々の契約に閉じた態様で生
じる当事者間の問題は、各契約準拠法のみに基づいて法的処理が図られ
る。他方で、上記二つの契約により構成される統合体内部で生じる特殊
な問題、
即ち、
結合関係にある複数の契約に跨がる法的問題（典型的には、
サプライヤーに対するユーザーの直接修補請求の問題）については、こ
うした特殊な問題が生じる都度、問題毎に利害状況を総合的に考慮し準
拠法を決定していくという姿勢が看取される。
このうち、最後に取り上げた問題は謂うまでもなく、複数の契約を結
合させて統合的な取引システムを構築することにより生じる、契約結合
に特有の問題である。もっとも、それはサプライヤーに対するユーザー
の直接修補請求の問題に止まらない。この直接修補請求権の行使が肯定
されるにしても、仮にサプライヤーがその債務履行を怠った場合には、
果たしてユーザーがリース会社に対して金銭支払債務の履行を拒むこと
ができるのであろうか。あるいは拒むことができるとして、その要件を
どの国の法に基づき決すべきであろうか。一般的には「抗弁権の接続（切
断）
」という形で議論がなされる問題であるが、これも結合取引に特有
62
（２）②）
の問題として捉えることが可能である 。詳しくは後述する（４．

62

取引社会においては、ユーザーがサプライヤーに直接に修補請求できるか

否かという問題よりも、この問題（抗弁権接続・切断の問題）の方が喫緊でか
つ重要な問題である。なお、第三者信用販売取引にも同様の問題があることに
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が、直接修補請求権の効果として抗弁権の接続が問題とされると捉えれ
ば、物件売買契約の準拠法の問題として性質決定されるであろう。他方
で、ユーザーとリース会社間におけるリース料支払債務の履行要件の問
題（あるいは同債務に附着する抗弁の問題）であると捉えれば、この問
題はリース契約の準拠法に拠って規律されるべきと考えることもできる
だろう。いずれの準拠法についても適用を肯定することが可能であるた
め、 抵 触 法 で 言 う と こ ろ の「 調 整 問 題（ 適 応 問 題［Anpassung,
63
が生じていると位置付けられる。
Angleichung］
）
」

ドイツでは近時、通説的な見解とは異なり、複数の契約により構築さ
れる取引システム全体を一つの法的事象として切り取り、それを一体と
して単一の準拠法に拠り規律すべし、との議論が出現している。こうし
た議論の出発点にある問題意識は、抵触法上も、契約の結合により構築
される取引システムの統合性・一体性を尊重し、これを纏めて単一の法
に拠らしめることにより、上記のような調整問題の発生を回避すること
にある64。こうした近時の見解の適否を判断するためにも、以下ではか
かる議論の概要を説明する。
（１）当事者による法選択がある場合
そもそも、ローマⅠ規則では、当事者自治の原則を「契約上の債権債
務関係を巡る抵触法体系の基礎（cornerstone）
」と称しているとおり、
契約準拠法の領域ではこの原則が広範に妥当する。既述のとおり（２．
（１）
）、結合関係にある契約各々についても、その当事者が区々準拠法
を選択できるとするのが通説的な理解である。
これに対して、近時ドイツの学説の中には、複数の契約が結合し形成
している一つの経済的統合体を想定したうえで、その構成単位である
個々の契約を切り出して区々準拠法を選択することが可能か、つまりは

つき、拙稿・前掲注（19）を参照。
63

調整問題について簡潔に解説したものとして、
櫻田嘉章『国際私法〔第６版〕
』

（有斐閣、2012年）146頁以下、山田鐐一『国際私法〔第３版〕
』
（有斐閣、2004年）
165頁以下、溜池良夫『国際私法講義〔第３版〕
』
（有斐閣、2005年）234頁以下。
64

M. Kaspers, a.a.O. (Fn. 24), 136ff.
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こうした法選択が実質的な観点から正当性を有し得るかとの問題提起を
行うものがある。こうした見解は、複数の契約により構築される統合的
な取引システムの分割可能性（abspaltbarkeit）の有無を問うものである
が、そこでの立論のために、分割指定の内在的制約に関する議論を持ち
出すのである。ドイツでは一般に、分割指定には内在的な制約が存在す
るとして、部分問題として分割可能（abspaltbar）であること、換言す
れば準拠法の分割指定が実質的な観点から正当性を有していることを要
件として求める見解が有力である65。契約結合を巡る近時の見解に拠れ
ば、結合関係にある複数の契約について各々別個の準拠法を指定する場
合と、一の契約につき分割して準拠法を指定する場合とでは問題状況に
大きな質的相違はないとし、分割指定における内在的制約を巡る議論を
結合取引にも応用することを示唆するのである66。とりわけ前述の抗弁
権の接続や解除権の行使を巡る問題に関しては、各国毎に異なる実質法
上の制度が形成されてきたことを踏まえると、この問題を契約結合に
とって極めて特徴的な事項として捉えたうえで、複数の契約につき区々
準拠法を指定することにより解消不能な形で矛盾した複数の結論が導き
出される場合には、結合取引における分割可能性を否定し、抵触法上そ
の一体的な取扱いを行うべし、というのがその立論の骨子である。
（２）当事者による法選択がない場合
複数の契約が結合関係にある場合でも、ローマⅠ規則４条に沿って
各々の契約毎に客観連結を行い個別に準拠法を決定していくというの
が、通説的見解の立場であることは既述のとおりである（２．（２））。
65

F. Ferrari/E-M. Kieninger/P. Mankowski/K. Otte/I. Saenger/G. Schulze/

A. Staudinger, Internationales Vertragsrecht, 3. Aufl. (C. H. Beck, 2018), Rom
I-VO Art. 3 Rdn. 39 [F. Ferrari]; H. G. Bamberger/H. Roth (Hrsg.), a.a.O. (Fn.
26), Rom I-VO Art. 3 Rdn. 28 [A. Spickhoff]; Münchener Kommentar BGB, a.a.O.
(Fn. 16), Rom I-VO Art. 3 Rdn. 68 [D. Martiny]; Palandt BGB, a.a.O. (Fn. 22),
Rom I-VO Art. 3 Rdn. 10 [K. Thorn]; J. Kropholler, Internationales Privatrecht,
6. Aufl. (Mohr Siebeck, 2006), 462; T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO
Art. 3 Rdn. 75f [J. von Hein].
66

M. Kaspers, a.a.O. (Fn. 24), 140-142.
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これに対して、近時の学説は、この点についても新たな視点を提示す
る。
第一に、性質決定の段階における操作可能性である。とりわけ欧州連
合加盟国相互間では、国内法を整備する過程で、必ずしも同じ概念や基
準を以て実質法規定の整備が進められているわけではなく、実質法レベ
ルで各加盟国間に差違が生じているのも事実である67。そうした状況の
下で、結合取引を構成する個々の契約につき準拠法を別個に決定すると
すれば、抗弁権の接続・切断に代表されるような問題において複数の準
拠法の間で結論に矛盾が生じ、調整問題が発生するであろう。調整問題
の解決方策としては、一般に抵触法および実質法レベルでの個別操作が
想定される68が、結合取引を分割して契約単位で準拠法を決することに
否定的な近時の学説は、かかる事態を想定したうえで、抵触法レベルで
は性質決定の段階で操作を行い、結合関係にある契約を個々に分割する
ことなく、相互に結合する法律関係全体を単一の準拠法により律するこ
とができるように一体的な客観連結処理を図るべきである、との主張を
展開するのである69。
第二に、
回避条項の活用
（附従的連結の可能性）である。近時の見解は、
調整問題を回避するために、ローマⅠ規則４条３項に掲げる回避条項を

67

例えば、欧州連合では、消費者信用に関する指令15条２項が抗弁権の接続

の問題を規定し、各加盟国はこれに倣って国内法を制定しているが、それでも
加盟国毎に国内法の規定内容は微妙に異なっている。ドイツ法に拠れば、買主
は売主によって提供された物件の追完がなされないときに限り、貸し手に対す
る返済を拒めるとする（ドイツ民法359条第３文）
。これに対して、英国法に拠
れば、提供物件の欠陥を以て直ちに、買主は売主のみならず貸し手にも対抗で
き、売主と貸し手は連帯して買主に責任を負うとする（1974年消費者信用法75
条１項）
。つまり、ドイツ法に従えば、提供物件に欠陥があった場合でも買主
は貸し手に抗弁を行う前に売主に追完の機会を与える必要があるのに対して、
英国法に従えば、買主は直ちに貸し手への弁済を拒絶することが可能である。
68

T. Rauscher, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. (C. F. Müller, 2012), Rdn.

569ff; B. von Hoffmann/K. Thorn, Internationales Privatrecht, 9. Aufl. (C. H.
Beck, 2007), §6 Rdn. 35ff.
69

M. Kaspers, a.a.O. (Fn. 24), 152-153.
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も活用すべきであると主張する70。ローマⅠ規則４条３項は「事案のすべ
ての事情を踏まえれば、契約が前二項の指し示す国以外のその他の国と
の間に明らかに密接な関係を有する場合には、当該他の国の法を適用す
る」
旨を規定している。
同条項は、
抵触法上個別妥当な処理を図るために、
契約の最密接関係地への連結を確保することを目的とするが、近時の学
説は、その一類型として、複数の個別契約が互いに結び付き密接な経済
的関連性を通じて統一体を構成している状態（akzessorische Verträge,
zusammenhängende Verträge）を挙げたうえで、その附従的連結の可
能性に言及するのである。この見解は、かかる状況下で附従的連結を用
いるメリットとして、①三当事者間の取引関係内部について、法的判断
の統一性を確保し得ること71、②複数の準拠法が混在する場合とは異な
り、単一の法の下で統一的な事案処理が図られることから、実質法レベ
ルでの具体的な結論が予見可能になり延いては法的安定性の確保に貢献
し得ること72、を掲げている。

４．検討
（１）結合取引を巡る近時の見解について
①

通説的見解からの評価
上記３．で概説した近時の見解は、抵触法においても、契約結合がも

たらす統合的な取引システムの存在を正面から認識し、これに即した操
作を肯定する点において、新たな視点を提示するものである。その目的
は、統合体内部における法的判断の統一性、および実質法レベルにおけ
る結論の予見可能性の確保に求められるが、一般論として、かかる議論
が掲げる理念そのものに異論を挟む余地はないであろう。
また、取引社会の実情をみても、複数の企業体は顧客との間で相対の
契約を締結することを通じてリスクの分散を図ることを検討するが、こ

70

M. Kaspers, a.a.O. (Fn. 24), 153ff.

71

C. von der Seipen, Akzessorische Anknüpfung und engste Verbindung im

Kollisionsrecht der komplexen Vertragsverhältnisse (C. Winter, 1989), 55ff.
72

C. von der Seipen, a.a.O. (Fn. 71), 60ff.

北法69（5・161）1477

［22］

論

説

うした帰結を無条件に認めるとすれば、それは最終的に顧客に不利益と
なって跳ね返ってくる惧れがある。例えば、ファイナンス・リース取引
において、ユーザーがサプライヤーに修補請求を直接行ったものの、サ
プライヤーがこれに応じない場合に、仮にこれを以てリース会社に対抗
できない（抗弁権の接続が認められない）とすれば、結局のところ、顧
客であるユーザーに対して、物件の瑕疵に伴うコストを負わせるとの帰
結に至るであろう。複数の企業体は顧客との相対契約を繰り返すことに
より、複数の契約が構築する取引システム内部でのリスク分散を図った
り、あるいは全体のリスク極小化を実現させることも可能である。この
ような物件・サービスを提供する企業側のリスク操作により顧客が不利
益を被る事態を回避するためにも、相対契約に着目し「顧客と個別企業」
という関係で法的検証を行うのではなく、
「顧客と統合的な取引システ
ム」という視点で、取引を巡るリスクと収益のバランスを捉え直すのも
大切なことではないであろうか。こうした立場を採るならば、上記３．
で紹介した近時の見解には傾聴に値する着眼点が内包されていると言う
べきであろう。
しかしながら、近時の見解は、ローマⅠ規則が飽くまでも契約単位で
準拠法の決定を行うとの前提を採用していることとの関係で、整合性を
確保できない惧れが強い。通説的な見解は、一般論として、個別問題に
対 す る 評 価 矛 盾 を 予 め 回 避 す る た め に 一 体 的 連 結（einheitliche
Anknüpfung）あるいは附従的連結（akzessorische Anknüpfung）が選択
73
肢の一つに成り得ることを認めつつも 、ファイナンス・リース取引に

関して近時の見解が導出する結論には総じて否定的である74。例えば、K.
Thorn 博士は、ファイナンス・リース取引において物件売買契約の準
拠法にリース契約を附従的に連結させることについて、当事者の同一性
73

G. Bamberger/H. Roth (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 26), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 80

[A. Spickhoff]; C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 174 [D.
Martiny].
74

Münchener Kommentar BGB, a.a.O. (Fn. 16), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 53

[D. Martiny]; C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 174 [D.
Martiny]; G. Bamberger/H. Roth (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 26), Rom I-VO Art. 4 Rdn.
80 [A. Spickhoff].
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がないこと（der fehlenden Personenidentität）を理由に、これを否定す
る75。また C. Dageförde 博士は、ファイナンス・リース取引を含めた結
合取引一般について、
複数の契約関係が相互に法的に独立していること、
および契約毎に利害とリスクの状況が異なっていることを根拠に、その
一体的あるいは附従的な連結を否定するのである76。抵触法上契約の単
位につき固定的な基準を定立することには困難を生ずるが、しかしなが
ら、ファイナンス・リース取引を構成する物件売買契約とリース契約で
は、当事者も異なるうえに、両方の契約に跨がらない個別契約に閉じた
法的問題も多く、これらの問題では二つの契約を巡る利害状況が連動し
ないことが通常であろう77。確かに、結合関係にある複数契約に跨がる
法的問題については、調整問題と言われる厄介な事象が生じ得るが、そ
の一事を以て、抵触法上の処理として、これら複数の契約を一纏めにし
て単一の準拠法を指定するというのはやや乱暴な議論のように思われ
る。また、仮に近時の見解を受け入れるにしても、ファイナンス・リー
ス取引を巡る三当事者間の法律関係について、物件購入（物件売買契約）

75

T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 4 Rdn. 94 und Rdn. 150

[K. Thorn]. なお、附従的連結が成立するための必須要件として、複数の契約
がいずれも同一の当事者によって締結されていることを要求するか否かにつ
いては、ドイツでも見解が分かれる。K. Thorn 博士は当事者の同一性を必須
要件（zwingende Voraussetzung）と位置付けるほか、B. von Hoffmann 博士も
これに近い立場である（Soergel BGB, a.a.O. (Fn. 46), EGBGB Art. 28 Rdn. 116
[B. von Hoffmann]）
。他方で、当事者の同一性が附従的連結成立の必須要件で
はないとの見解も有力に提唱されている（C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.),
a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 174 [D. Martiny]; Staudinger BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom I-VO
Art. 4 Rdn. 136 [U. Magnus]; M. McParland, The Rome I Regulation on the
Law Applicable to Contractual Obligations (Oxford Univ. Pr., 2015), §10.383; D.
Güllemann, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl. (F. Vahlen, 2014), 61-62）
。
76

C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1132 [C. Dageförde].

77

例えば、リース契約におけるユーザーの金銭支払債務について支払通貨が

争点になったり、履行期が問題になったりすることがあっても、それは物件売
買契約との関係では直接的な関連性を有しない。他方で、物件売買契約におけ
るサプライヤーの物件引渡債務について履行地や同時履行の抗弁権の有無が問
題になったとしても、そのことはリース契約とは基本的に無関係である。
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と資金提供（リース契約）のいずれに重点が所在するのかを一律に決定
しなければならないが、
それは実際には殆ど不可能であろう78。むしろ、
ローマⅠ規則における規定内容等も踏まえれば、結合関係にある契約で
あっても個別に準拠法を定めたうえで、複数の契約に跨がる法的問題に
ついては、その都度、具体的な紛争内容に即して法の適用関係を決定し
ていくのが現実的な処理ではないかと思われる。
②

近時見解の立論に対する内在的批判
近時の見解は、学説の多くが分割指定に対する内在的制約として「部

分問題としての分割可能性（abspaltbarkeit）
」という要件を課している
ことを、契約結合がもたらす統合的な取引システムにも応用し、仮令結
合関係にある各契約につき主観的法選択が存在する場合であったとして
も、取引システムに分割可能性がないと結論付けることで、契約単位で
の主観的法選択を否定し、取引システム全体を纏めて単一の準拠法に拠
らしめるべきとの立論を行っている。こうした立論のあり方自体を全面
的に否定するつもりはないが、分割指定に関する従前の見解を詳細にみ
れば、その立論が粗く、批判的検証に十分耐え得るものとは言い難いこ
とが分かってくる。
既に説明済みであるが、ドイツの学説では、分割指定を認めるに当た
り、部分問題として分割可能（abspaltbar）であることを要件として求
める見解が有力である79。これら学説が持ち出す一例は、国際売買契約
において買主と売主が各自の債務につき自身の常居所地国法を準拠法と
する旨を合意した事案である80。売買契約に代表される双務契約では一
78

C. Reithmann/D. Martiny (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 16), Rdn. 1132 [C. Dageförde].

79

前掲注（65）掲載の文献を参照。

80

T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 3 Rdn. 77 [J. von Hein];

Soergel BGB, a.a.O. (Fn. 46), EGBGB Art. 27 Rdn. 58ff [B. von Hoffmann]. なお、
これら学説が持ち出すもう一つの事例は、契約締結の合意（申込みと承諾）で
ある。契約締結の合意を申込みと承諾に分割して各々を別個の法に委ねるのは
適当でないと考えて、その分割可能性を否定する（T. Rauscher (Hrsg.), a.a.O.
(Fn. 29), Rom I-VO Art. 3 Rdn.77 [J. von Hein]; Palandt BGB, a.a.O. (Fn. 22),
Rom I-VO Art. 3 Rdn. 10 [K.Thorn]; Soergel BGB, a.a.O. (Fn. 46), EGBGB Art.
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般に双方の債務が機能的な相互連動関係（funktionelle Synallagma）に
あるため、買主の債務不履行が直ちに売主の契約解除権を生ぜしめるか
否か、他に追加的な条件を要するか否かを巡り、各々の債務準拠法で結
論が異なる場合があり得る。この場合に売主の解除権につき双方の債務
準拠法をともに適用したのでは、
これら準拠法毎に異なる結論に到達し、
両者の間で解消できない矛盾が生じることになる。本稿との関係で重要
なのはここから先の議論である。分割指定の結果としてかかる矛盾が生
じる場合に、大半の学説では、契約全体につき分割指定の一切を否定す
るのではなく、上記の国際売買契約の事例に即せば、売主および買主の
給付債務の内容等については飽くまでも分割指定を許容し、主観的選択
により指定された法（つまり、
各自の常居所地国法）を適用するものの、
双方の債務に跨がる問題に限っては、分割指定を否定し客観連結に拠る
か、あるいは調整問題として処理を図ることを提唱する81。このうち、
双方の債務に跨がる問題について分割指定を否定し客観連結に委ねるこ
とを主張するのは、B. von Hoffmann 博士である。同博士は、双方の債
務間の機能的相互連動関係に限っては、客観連結により売主（特徴的給
付者）の常居所地国法が優先的に適用されるべきであるとし、買主の債
務不履行時に売主が解除権を行使し得るか否かは同法によって決すべき
とするが、他方で、各当事者の債務に閉じた問題（履行地、履行期、免
責事由等）は主観的選択により指定された法に準拠すればよいと考え
る82。これに対して、双方の債務に跨がる問題について調整問題として
の処理を主張するのが、G. Hohloch 博士である。同博士は、この問題
27 Rdn. 58ff [B. von Hoffmann]; T. Rauscher, a.a.O. (Fn. 68), Rdn. 1150）
。
81

J. Kropholler, a.a.O. (Fn. 65), 462-463; Palandt BGB, a.a.O. (Fn. 22), Rom I-VO

Art. 3 Rdn. 10 [K. Thorn]; B. von Hoffmann/K. Thorn, a.a.O. (Fn. 68), §10 Rdn.
39; F. Ferrari/E-M. Kieninger/P. Mankowski/K. Otte/I. Saenger/G. Schulze/A.
Staudinger, a.a.O. (Fn. 65), Rom I-VO Art. 3 Rdn. 39ff [F. Ferrari]; T. Rauscher
(Hrsg.), a.a.O. (Fn. 29), Rom I-VO Art. 3 Rdn. 77 [J. von Hein]; Dicey/Morris/
Collins, supra note (22), §32-052; M. McParland, supra note (75), §9.140;
Soergel BGB, a.a.O. (Fn. 46), EGBGB Art. 27 Rdn. 56ff [B. von Hoffmann];
Erman BGB, a.a.O. (Fn. 26), EGBGB Art. 27 Rdn. 21 [G. Hohloch].
82

Soergel BGB, a.a.O. (Fn. 46), EGBGB Art. 27 Rdn. 59ff [B. von Hoffmann].
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の解決のためには、抵触法のレベルにおいて準拠法の適用範囲を有理的
に画定させることを通じて処理を図り、さもなくば実質法のレベルにお
いて個別事案に即した実体的判断を行うべき旨を提唱するのである83。
結合取引に関する近時の学説は、分割指定における議論を援用したう
えで、結合関係にある契約それぞれについて区々の準拠法指定を行った
場合には、抗弁権の接続・切断の問題において準拠法間で矛盾した結論
が生じるリスクがあることを理由に、契約毎に区々の準拠法指定を行う
ことを一切否定する。しかしながら、分割指定に関する従前の学説をみ
ると、分割指定の内在的制約として分割可能性（abspaltbarkeit）という
要件を持ち出すものの、分割指定を行うことで相容れない複数の結論が
生じる場合には、その矛盾する結論が生じる範囲に限って分割指定を否
定する、あるいは矛盾箇所についてのみ調整問題として処理を行うに止
まるのであって、一部に解決不能な矛盾が生じるという一事を以て、契
約全体について分割指定を一切許容しないといった頑なな姿勢を採って
はいない。仮に分割指定に関する従前の議論を結合取引に応用するので
あれば、結合関係にある各契約毎に区々準拠法を指定することを認めつ
つも、抗弁権の接続・切断に代表されるような、複数の契約に跨がる問
題に限って、こうした区々の準拠法指定を否定し客観連結に拠るなり、
調整問題として個別事案毎に妥当な処理を模索すれば足りるというべき
ではないであろうか。結合取引に関する近時の学説は、分割指定に関す
る従前の議論を結合取引に応用するとしつつも、実際にはその議論の枠
組みを超える形で独自の立論を展開しているが、そうであれば、その論
拠について説得的な理由付けを用意すべきであろうと思われる。
（２）法適用関係の調整を要する問題について
①

サプライヤーに対するユーザーの直接修補請求権の問題
既述（２．（４）③）のとおり、通説的見解の中では、サプライヤーに

対する直接修補請求権がユーザーに帰属するか否かはリース契約の準拠
法に拠り、その請求権の内容（その範囲や態様）は物件売買契約の準拠
法に拠る、という結論で、ある程度のコンセンサスが得られている。し
83

Erman BGB, a.a.O. (Fn. 26), EGBGB Art. 27 Rdn. 21 [G. Hohloch].
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かしながら、その論拠は ── 特に、前段の問題（サプライヤーに対す
る直接修補請求権がユーザーに帰属するか否かという問題）についてで
あるが ── 実は判然としない。C. Dageförde 博士は、リース契約に瑕
疵担保免責条項が盛り込まれたことの効果としてユーザーに直接修補請
求権が生じるとしたドイツ連邦最高裁判決を論拠に、前段の問題につい
てリース契約の準拠法を持ち出すが、これは特定の国の実質法を出発点
として抵触法の操作を逆算し導き出すものである。同博士の立論は結局
のところ、実質法の規定内容により準拠法指定が左右されることから、
抵触法上の処理としては妥当ではないようにも思われる。サプライヤー
に対するユーザーの直接修補請求権を実質法で定めている国は他にもあ
る。著名な例で言えば、米国統一商法典第２A編209条１項が「供給契
約（物件売買契約）およびすべての取決めのなかでサプライヤーが貸主
（リース会社）に約した便益は、･･･ 供給契約に関連するファイナンス・
リース取引の下で借主（ユーザー）に帰属するリース貸借権の範囲内に
おいて、借主に及ぶ」旨を規定する（丸括弧内の記述は執筆者による）。
この規定の内容は、サプライヤーに対する直接修補請求権がユーザーに
帰属するのは、ユーザーが契約に基づきリース会社に対してリース賃借
権を取得しているが故である、との考えに立脚するものである。C.
Dageförde 博士の立論に沿って考えると、この米国の実質法規定を前提
とした場合にも、サプライヤーに対する直接修補請求権がユーザーに帰
属するか否かという問題はリース契約の効果として、当該契約の準拠法
に送致されることになるであろう。なお、仮に同博士の立論を読み替え
て（あるいは善意に解釈して）
、サプライヤーに対する直接修補請求権
のユーザーへの帰属の問題を、ある契約の効果として生じる一種の法定
債権として捉える趣旨と解すれば、当該契約の準拠法に拠らしめるのも
抵触法上十分理由のあることとも思われる。しかしながら、その場合に
は、同博士の出した結論とは異なり、ユーザーに直接修補請求権が帰属
するか否かという問題は、問題となる実質法の規定内容如何では、リー
ス契約の準拠法に拠るとの結論には必ずしも至らない可能性があること
を認めなければならないであろう。
準拠法を巡る具体的な結論は同じであるが、立論としては K. Thorn
博士の見解の方が簡明であり、かつ妥当であると考える。そもそも実質
北法69（5・155）1471
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法の領域でも、直接修補請求権がユーザーに帰属すると考える根拠は然
程明確ではないが、物件売買契約の下でリース会社がサプライヤーに対
して有する請求権が、リース契約の中で明示的ではないにしても黙示的
にユーザーに譲渡されていると擬制すれば、ローマⅠ規則14条１項に基
づいて考えると、ユーザーとリース会社間における債権譲渡の有効性は
リース契約の準拠法に拠ることになるだろう。そのうえで、ユーザーが
サプライヤーに対してこの修補請求権を行使する際の内容や態様に関す
る問題は、第三債務者に対する債権譲渡の効力の問題に相当する。従っ
て、ローマⅠ規則14条２項に照らせば、この問題を譲渡対象債権の準拠
法（即ち、物件売買契約の準拠法）に拠らしめるとの Thorn 博士の見解
は、抵触法上十分理解が得られる議論であると思われる。
②

所謂「抗弁権の接続」の問題
上記①の直接修補請求権の準拠法はドイツでも抵触法上重要な論点と

して取り上げられるが、他方で、実務上これが争点になることはあまり
想定できない。サプライヤーに対するユーザーの直接修補請求が否定さ
れるのであれば、
そもそもファイナンス・リース取引を希望するユーザー
は現れないはずであり、従って、ビジネスモデルとして成立し得ないか
らである。但し、ユーザーがサプライヤーに修補請求を行ったにも拘ら
ず満足なサービスを受けられない場合には、
このことを理由として、リー
ス会社への金銭（リース料）の支払いにつき免責を受けることができる
かという問題が別途想定され、実際の事案においても争点として顕現化
し得る。所謂「抗弁権の接続」の問題であるが、この問題は何もファイ
ナンス・リース取引に限ったものではなく、第三者信用販売取引をはじ
84
め多くの結合取引において生じ得る典型的な紛争の一つである 。

この問題は、ユーザーが修補請求したものの、サプライヤーがこの請
求に応じず債務不履行が生じているのであって、その効果としてユー
ザーによる金銭支払債務の履行の要否が問題になっていると考えれば、
物件売買契約の準拠法に拠ると考えられる。他方で、ユーザーがリース
84

第三者信用販売取引における「抗弁権の接続」問題について、欧州抵触法の

視点から検討を加えるものとして、M. Kaspers, a.a.O. (Fn. 24) がある。
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会社に負っているリース契約上の金銭支払債務の履行要件に関する問題
（あるいは同債務に附着する抗弁の問題）として捉えれば、リース契約
の準拠法に拠るとも考えられる。もとより、両方の契約に関わる問題と
して二つの準拠法をともに適用するとの考え方も出てこよう。いずれに
してもここでは、調整問題として、如何なる処理を行うべきかが問われ
ることになる。調整問題の具体的な処理に当たっては、一般的な準則が
あるわけではなく、具体的な事案に即して、抵触法ならびに実質法上の
諸利益を衡量して、不当な結果を回避するために適切な措置が講じられ
抗弁権の接続という具体的な問題について、
るに過ぎない85。それでは、
如何なる処置を講ずるべきであろうか。
契約結合により構築された統合的な取引システムでは、顧客との間の
リスク管理は相対契約を通じて個別のサービス提供者に委ねる一方で、
その内部における収益分配はこれと切り離される形で行われることが多
い86。少なくとも二つの契約に跨がる問題について、顧客の権利行使に
支障が生じるなど顧客に不利益が生じる可能性がある局面では、相対の
契約関係に個別に着眼するのではなく、
「顧客」と「サービス提供者側」
という対立構造の下で法的関係を把握することにより、具体的な事案処
理における実質的な妥当性を確保できるのではないか、と思われる87。
実際に、執筆者は第三者信用販売取引に関して、その取引を成立させる

85

ドイツの学説について、前掲注（68）掲載の文献を参照。なお、わが国の学

説でも事情は同様である（前掲注（63）掲載の文献を参照）
。
86

この点は、フランチャイズ取引をみれば明らかであろう。顧客との関係は

フランチャイジーに委ねられることが多く、そこで生じる法的紛争は顧客とフ
ランチャイジーの売買契約等に基づいて両者の間で処理がなされるが、
他方で、
フランチャイズ・システム内部での収益分配はこれとは切り離されて、フラン
チャイザーとフランチャイジーとの間の契約に基づき行われている。こうした
状況の下では、フランチャイジーは個々の取引に伴うリスクや費用を負担しつ
つも、それに見合った収益分配に与っていると言えるかは大いに疑問である。
トイブナー（藤原訳）
・前掲注（14）を参照。
87

トイブナーは、フランチャイズ取引に関連して、
「ネット外部からの直接請

求」という概念を用いて同様の議論を展開する（トイブナー（藤原訳）
・前掲注
（14）192頁以下）
。
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動機付けが主としてサービス提供者側
（物件の売主と購入資金の貸し手）
にあるとしたうえで、上記のような対立構造の下で抗弁権の接続を巡る
抵触法上の処理のあり方を検討したことがある88。
ファイナンス・リース取引は、第三者信用販売取引とは異なり、サー
ビス提供者側（サプライヤーとリース会社）の取引動機のみがこの取引
の成立を主導しているわけではないが、ファイナンス・リース取引にお
ける
「抗弁権の接続」
問題の準拠法を決定するに当たっても、やはり「ユー
ザー」対「サービス提供者側（サプライヤーとリース会社）
」という対立
図式で議論を進めるのが妥当ではないかと考えられる。もとより、ユー
ザーがオフ・バランス化による節税対策、機器導入の初期コストの削減
等の動機に基づき、ファイナンス・リース取引を積極的に活用している
側面が存在するのも事実であるが、他方でサービス提供者側も、分業に
よる事務負担の分散、リスクの極小化と利益の最大化といった動機を
持って、
この契約結合の実現を推進している。即ち、サプライヤーとリー
ス会社は、共通の取引動機を以て、複数の相対契約を組み合わせること
により、ユーザーと対面する形で一つの統合的な取引システムを構築し
ている、と評価することが可能である。そして、その内部において、サ
プライヤーとリース会社がユーザーとの相対契約等を駆使することで取
引リスクを区々分散させることにより、サービス提供者側としての取引
リスクの総量を極小化し得るとすれば、それは、ユーザーの過度な負担
の下に、サービス提供者側による過度な利益享受を認めるという結論を
許容することに他なるまい。ファイナンス・リース取引では、サービス
提供者側としてサプライヤーとリース会社という二つの法主体が存在す
るが、
単一主体がサービス提供者として存在している場合（典型的には、
オペレーティング・リース取引）との比較で言えば、サービス提供者側
の収益水準はそのままに、サービス提供主体を複数の法主体に分けるこ
とで、本来サービス提供者側が負うべき取引リスクを縮減できるとすれ
ば、それはユーザーに不当に過度な取引コストを負わせていることにな
るだろう。
このような問題意識を踏まえたうえで、ファイナンス・リース取引に
88

拙稿・前掲注（19）を参照。
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おける「抗弁権の接続」問題を検討するに、この問題はユーザーがサプ
ライヤーに対して有する直接修補請求権と、ユーザーがリース会社に対
して負うリース料支払債務の双方に関係していることから、それら準拠
法のうち、いずれか有利なものに基づき、ユーザーが抗弁権の接続を主
張することを認めても差支えないと考えられる。サービス提供者側は統
合的で複雑な取引メカニズムを構築し、総体として当該取引から常に一
定の収益を獲得し得ることとの均衡を考慮すると、抵触法上かかる見解
を採ったからといって、サービス提供者側に不測の不利益が生じるわけ
ではないであろう。とりわけリース会社にしても、サプライヤーがユー
ザーに物件を提供することを了知し、実質的にそのファイナンスを行っ
ている以上、ユーザーとの関係において、リース契約の準拠法はもとよ
り、物件売買契約の準拠法を適用されたとしても、その予見可能性を害
されるわけではない。むしろ、サプライヤーと協働して対顧客サービス
につき進んで役割分担を行った以上は、抵触法上の処理に当たっても、
それに伴うリスクをサプライヤーとともに負担するのは当然ではない
か、と思われる89。
89

なお、抵触法上の処理として、可能な限り抗弁権の接続を認めるべく選択

的連結という手法を用いるのではなく、
「ユーザーがサプライヤーに修補を請
求したものの、サプライヤーから十分な対応が得られない場合には、抗弁権の
接続を認め、ユーザーからリース会社に対する支払拒絶を肯定する」といった
趣旨の渉外実質法が存在することを想定するのも、選択肢の一つとして一応は
考えられる。しかしながら、社団法人リース事業協会によるリース契約書〔平
成12年２月改訂版〕には、リース会社が瑕疵担保責任を負わないとする条項（15
条２項）や、ユーザーが物件の瑕疵を理由としてリース料の支払を拒絶できな
いとする条項（同条５項）が設けられているが、わが国実質法の領域では、こ
れら条項の有効性を肯定する見解（例えば、山本敬三『民法講義Ⅳ-１契約』
（有
斐閣、2005年）391頁）もあれば、否定する見解（例えば、近江・前掲注（10）
329頁）もあり、未だ結論の一致をみていない。また、裁判実務においても、
これら条項の有効性を肯定した下級審裁判例が多い（大阪地判昭和51年３月26
日下民集32巻１～４号176頁、大阪高判昭和58年８月10日判時1100号77頁、東
京高判昭和61年７月17日金判751号５頁等）ものの、一般論として、これら条
項の有効性を否定し抗弁権の接続を認める余地があることを示唆した下級審裁
判例（福岡地判平成元年１月９日判時1320号121頁）も存在するなど、必ずしも
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５．結語
欧州では、第三者信用販売取引やファイナンス・リース取引にみられ
るように、結合関係にある複数の契約を抵触法上如何に取り扱うべきか
について、
不十分ではあるものの、
新たな視点に立脚した見解が示され、
通説的見解との間で意見交換がなされている。複数当事者間の契約によ
り構築される取引システムは、いまや現在の市場社会の重要な構成体と
して位置付けられるようになっており、相対の契約関係に着目するのみ
では、そのリスクと収益の分配構造を的確に把握することが困難になっ
ている。単に契約相手方単体の責任を問うだけでは、顧客の法的保護が
十分に図れない惧れがあることを認識し、保護の実効性を確保するため
にも、複数の契約により構築される取引システムの集合責任を問う形で
議論を進めていく必要があろう。この点、結合取引の準拠法に関する近
時の見解は、実際の市場社会で顕著になっている契約結合という法的事
象を正面から取り上げ、既存の抵触法のフレームワークに対して新たな
問題意識を提示するという意味で、重要な役割を果たし得ると考えられ
る。即ち、こうした近時の見解そのものは、ややもすると乱暴な立論に
終始しており、
抵触法とても実定法領域の一部であることを踏まえると、
その内容をそのまま無批判に受け入れることは困難である。しかしなが
ら、それが持つ問題意識には首肯できる要素を含んでおり、これを何ら
かの形で抵触法上の解釈論に反映させていく必要はあるだろう。近時の
見解が提示した問題意識を抵触法上の解釈論に如何に盛り込んでいくか
については、本稿において、抗弁権の接続に関する議論として、簡単で
見解が確定的に集約されていないのが実情である。つまりは、わが国実質法に
おいては、
如何なる要件の下で抗弁権の接続を認めるかという問題のみならず、
そもそも論として抗弁権の接続自体を認めるべきか否かという問題についてす
ら、見解の一致をみていないわけである。こうした実質法解釈論の現状を踏ま
えると、上記のような渉外実質法の存在を想定することにはかなりの無理があ
るだろう。従って、抵触法上の処理としては、本文で示したような選択的連結
の導入が精々であると思われる。なお、渉外実質法の概要については、澤木敬
郎＝秌場準一編『国際私法の争点〔新版〕
』
（有斐閣、1996年）19頁以下［秌場］
を参照。
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はあるが言及したつもりである。現行の抵触法では、契約を基礎単位と
して準則が設けられていることから、契約結合を巡っては、近時の見解
が提唱するように単位法律関係のレベルで操作を加えることには自ずと
限界はある。しかしながら、結合取引の複相性・多層性を認識したうえ
で、
準拠法決定過程を通じて可能な範囲で実体的な価値判断を織り込み、
調整問題の処理として抵触法上何らかの操作を模索することは可能であ
ろうと思われる。
結合取引を構成する複数の契約各々について相対性の原則が認められ
る一方で、これら複数の契約に相互依存関係をもたらす結合要素（これ
ら契約に共通する実質的結合理由）が存在する場合には、契約の統合化
という現象が顕れることになる。ファイナンス・リース取引を構成する
物件売買契約とリース契約は、契約当事者こそ一致しないものの、同一
の結合要素がいずれの契約にも取り込まれており、これによって結合型
の取引が成立していると考えられる。即ち、結合要素は双方の契約を統
合するためには不可欠なものとして位置付けることが可能である。そう
であれば、仮令各契約の当事者間において個別に特約を定めその内容が
互いに抵触する事態が生じたとしても、ファイナンス・リース取引がそ
の成立に当たって拠って立つ結合要素こそが、契約内容を合理的な内容
へと導くための適正化基準として機能することが期待されるであろ
90
う 。そして、こうした基本的な視座は実体法の領域に止まらず、抵触

法の領域でも考慮されるべき内容を包含していると思われる。
もっとも、執筆者の立場に対して無用な誤解が生じるのを避けるため
にも、先ずもって指摘しておかなければならないのは、ファイナンス・
リース取引を巡る抵触法上の検討においても、物件売買契約とリース契
約を別個の契約としてその相互独立性を認めることが議論の大前提にな
る、ということである。例えば、契約債務の履行地、履行日時をはじめ
各契約に閉じた法律問題については、各契約の準拠法をそのまま適用す
ればよいであろう。従って、結合取引を構成する複数の契約について準
拠法を一体的に決定すべきといった極端な見解を採る必要は全くない
90

実体法の領域において、こうした主張を行うものとして、千葉・前掲注（１）

195 ～ 199頁を参照。
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し、実定法の解釈論として、そうした立論が正当とは評価し難い。しか
しながら、双方の契約に跨がる法律問題（典型的には、抗弁権の接続・
切断の問題）について双方の契約準拠法をともに適用すれば、その適用
結果に矛盾が生じる惧れがあるのも事実である。このような矛盾が生じ
得るのは契約の相対性原則、延いては当事者自治の原則を愚直に貫こう
としたことに原因が存在すると言わざるを得ない。この限りにおいて、
意思自治の原則のコロラリーとして主張されてきた契約の相対性原則91
は、結合した複数の契約が依拠する共通目的、即ち、契約の統合化の要
請との関係において修正を余儀なくされると考えるべきである。抵触法
の領域において、このような事態が生じる場合には、契約の統合化を推
し進めた結合要素の存在および内容に沿って、準拠法に関する双方の契
約内容が適正に修正されることが要請されると考えるべきであろう。
（追記）本稿は、科学研究費補助金（25380056、15H01927、17K03379）
および KDDI 財団2016年度調査研究助成による成果の一部である。

91

星野英一
「契約思想・契約法の歴史と比較法」
『基本法学４
〔契約〕
（
』岩波書店、

1983年）14頁、千葉恵美子「割賦販売法上の抗弁接続規定と民法」民商法雑誌
93巻臨時増刊号２〔創刊50周年記念論文Ⅱ〕
（1986年）302頁以下。
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「利益吐き出し」原状回復救済に
関する理論的考察（１）
── ヒト由来物質の無断利用問題を機縁として ──

橋
目

本

伸

次

序章
第１節

問題の所在──わが国の議論状況とその問題点

第１款

はじめに

第２款

日本法の議論状況

第３款

日本法の議論状況の問題点

第４款

本稿の課題

第２節

分析素材──ヒト由来物質の無断利用問題

第３節

分析方法および叙述の構成

（以上、本号）

序章
本稿は、近年、わが国のみならず、比較法的にも注目を集めている法
「利益の吐き出し」
（disgorgement of profits）法理を取
理の一つである1、

＊

本稿は、北海道大学課程博士（法学）学位審査論文（
「利益吐き出しの理論的

根拠の検討──ヒト由来物質無断利用問題を一素材として」
）
（2018年３月22日
学位授与）のタイトルを変更し、加筆修正を行ったものである。
1

たとえば、廣峰正子は、
「損得計算によってあえて侵害行為に踏み切る蓋然

性の高い領域に対して法制度がどのように対処すべきかは、世界的に見て今最
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「利益吐き出し」原状回復救済に関する理論的考察（１）

り上げ、その理論的根拠を検討することを目的とする。具体的には、①
何ゆえある者（加害者）が侵害行為を契機に収受した利益を吐き出さな
ければならないか、また同時に他の者（被害者）が当該利益を取得する
2
、そして②利益吐き出し
ことができるのか（利益吐き出しの実質的根拠）

の実質的根拠は、一元的なものでなければならないのか、文脈に応じて
多元的に捉えることができないか（根拠論の多元化・類型化）を明らか
にする。
以下では、まずこのテーマを論じるに至った筆者の問題意識──わが
国におけるこの問題をめぐる従前の議論状況に対する問題認識──を示
し、本稿の存在意義を明らかにする（第１節）
。次に本稿が直接の考察
の機縁となり、また分析素材として取り上げるテーマ──本稿の副題で
ある「ヒト由来物質の無断利用」の問題──と本稿の目的との関係につ
いて言及する（第２節）
。最後に、本稿が採用する分析方法および検討
の順序について言及する（第３節）
。
第１節

問題の所在──わが国の議論状況とその問題点

も関心の高い領域であろう。
」と述べる（廣峰正子「原状回復的賠償ノススメ」
田井義信編『民法学の現在と近未来』
（法律文化社、2012）228頁、特に233頁を
参照）
。また、窪田充見『不法行為法：民法を学ぶ』
（有斐閣、2007）21頁も「フ
リーライド型（利益追求型）の不法行為は、今後、注目されるべき不法行為類
型だといえる。
」と指摘する。そして上記指摘を物語るかのように、このテー
マに関する世界の法状況をサーベイする比較法文献として、Ewoud Hondius &
André Janssen
the
2

eds.,

Disgorgement

of

Profits: Gain-Based Remedies

throughout

World (Springer, 2015) が公刊されている。

本稿は利益吐き出しが問題となる多様な場面を視野に入れて検討を行うこと

から、上記の「ある者」と「他の者」は、文脈により該当する者が異なる。たと
えば、不法行為（不当利得）の文脈であれば、
「加害者（侵害者）
」と「被害者（被
侵害者）
」
、契約違反の文脈であれば、
「契約違反者」と「被違反者」
、信託の受
託者の忠実義務違反の文脈であれば、
「受託者」と「受益者」が上記の者にそれ
ぞれ該当するといえよう。もっとも、説明の便宜のために、本稿は、原則とし
て、
加害者と被害者の用語を用いることとし、
文脈によって不適切な場合には、
他の用語を用いることとする。
北法69（5・145）1461
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はじめに

（１）問題の背景
わが国において、利益吐き出し法理が説かれるに至った背景には、伝
統的な民事責任（不法行為責任）によっては被害者の損害を超える利益
を加害者にもたらす不法行為（以下、
「利益取得型不法行為」という）に
対応することは困難であるという問題意識があったように思われる。す
なわち、伝統的な理解によれば、不法行為法の目的は、被害者のもとに
生じた損害を填補することにつき3、損害を超える利益については不法行
為法によっては対応することができない、という問題意識である4。
とりわけこうした問題意識は、知的所有権（知的財産権）侵害の文脈
で説かれてきた5。たとえば、A が B の特許権を侵害し、B に生じる損害
以上の利益を A が取得した場合、損害填補を目的とする伝統的な不法
行為責任の下では、A は B に生じた損害についてのみ責任を負い、そ
れを超える部分（利益）については責任を負わない。つまり、「不法行為
が加害者にペイする」余地を残していた。しかし、このような帰結は、
侵害行為の遂行を合理的な行動とし、侵害行為を行うインセンティブを
A に与えることとなっていた。とりわけ、知的所有権のように侵害行
為を発見することが容易ではない権利の場合には、損害填補を上限とす
る填補賠償の下では、加害者が発見されない可能性を考慮に入れて、侵
害行為を行う可能性があることから6、被害者（権利者）は十分に保護さ

3

たとえば、加藤一郎『不法行為法』
（有斐閣、1957）３頁。最判平成９年７月

11日民集51巻６号2573頁。
4

こうした問題は、不当利得法にも妥当する。すなわち、近時の通説である類型

論によれば、
（侵害利得による）不当利得返還請求の客体は、侵害者が得た利得
＝客観的な価値に制限され、それを超える利得は、不当利得法の返還対象とな
らないと解されている（類型論については、さしあたり、好美清光「不当利得法
の新しい動向（上）
（下）
」判タ385号15頁以下、387号22頁以下〔1997〕を参照）
。
5

わが国における利益吐き出しの中心となっていた準事務管理法理をめぐる議

論においても、知的所有権侵害の文脈が重要な局面として挙げられていた（藤
原正則『不当利得法』
〔信山社、2002〕272頁を参照）
。
6

たとえば、窪田は、パブリシティ権侵害の文脈においても同様に論じている。

すなわち、
「経済的な合理人であれば、事前の許可なく、他人の権利を侵害す
［39］
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れないと考えられてきた7。そのため、こうした侵害行為のインセンティ
ブを取り除くための制度的担保として提唱されてきたのが、
「利益吐き
出し法理」であった8。
（２）問題の解決手段──利益吐き出し法理とは
ここで「利益吐き出し法理」とは、たとえば、ある論者によれば、「他
人の権利領域を侵害して利益を取得した者が、侵害により取得した利益
を返還する責任」と定義される9。本稿も基本的にはこのような理解を否

べきであるという判断を導く」状態を招く。というのも、支払う金銭は、許可
に対して通常支払われる金額と同等ないしそれより少し高い程度（ただし、後
者を保障するものはない）であるのに対し、ライセンス獲得にかかる交渉費用
を節約することもでき、また一定の蓋然性で他人がその権利侵害に気づかず費
用を被らない可能性もあり得るからである（窪田充見「不法行為と制裁」石田
喜久夫古稀『民法学の課題と展開』
〔成文堂、2000〕686頁）
。
7

たとえば、潮見佳男『債権各論Ⅰ 契約法・事務管理・不当利得（第２版）
』
（新

世社、2014）293頁など。
8

たとえば、加藤雅信『新民法体系Ⅴ事務管理・不当利得・不法行為（第２版）
』

（有斐閣、2005）25頁以下（準事務管理を利益剥奪のための制度的担保として提
唱されたものであると述べる）
、藤原・前掲書注（５）269頁以下（
「侵害者は他
人の権利の侵害により、
客観的価値及び損害を超えた
「利益」
をあげる場合」
に、
「故意の侵害者に侵害行為による利益の保有を許せば、侵害行為を助長するこ
とになる。そこで、侵害者の利益を剥奪することで、違法な行為に対するサン
クションを科し、
かつ権利者を保護するという法制度が必要である。
」と述べる）
を参照。また民法以外の分野をみると、中山信弘『特許法（第２版）
』
（弘文堂、
2010）354頁は、
「特許権侵害は侵害に占有奪取を伴わないため、侵害の場所的
時間的制約はなく、有体物の侵害と比較して、侵害はより容易であり、かつ侵
害の発見と防止はより困難である。その上、他人の占有の奪取という直接的な
加害行為を伴うことがないため、侵害への誘因もそれだけ強いことになる」と
述べた上で、
「以上のような観点からするならば、特許権侵害の賠償制度につ
いては、侵害を抑止する何らかの制度的担保が必要ということになり、ある程
度の事実上の制裁的機能を加味して背理ではないであろう。
」と述べる。この
ように侵害行為を抑止する制度的担保は、民法のみならず、他の分野からも要
請されているといえよう。
9

藤原正則「利益の吐き出し責任──ドイツの一般人格権の侵害の事例に即し
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定するものではないが、
利益吐き出しが問題となる領域は多様である（と
りわけ、
本稿が検討対象とする英米法においてはそうである）ことから、
「権利」の範囲をより広く捉えておくことが必要であると考え、以下の
ようにさしあたり定義しておくこととする。すなわち、利益の吐き出し
とは、ある者（被害者）の権利・利益・関係10を侵害する行為を契機に
他の者（加害者）が被害者の損害を超える利益を収受した場合に、被害
者の損害ではなく加害者の利益に着目し、当該利益を吐き出させ、被害
者に帰属させる法理である、と。
このような利益吐き出し法理は、先述したように（ⅰ）知的所有権侵
13 14
） の文脈を中心に展開された
害（好美、鎌田11、田村12、藤原、村田（健）

ものであったものの、それ以外にも（ⅱ）有体物侵害（好美、藤原）
、
（ⅲ）人
格権ないし人格的利益（プライバシー、パブリシティ、名誉）侵害（窪田15、

て」藤岡康宏編『民法理論と企業法制』
（日本評論社、2009）171頁参照。
10

厳密には、ある者が他の者との間にある一定の関係（たとえば、契約関係や

信認関係など）上の権利の侵害を指す。以下、本稿では、この意味で「関係」
という用語を用いる。
11

鎌田薫「知的財産訴訟における損害賠償法理」特許研究17巻４号（1994）10頁

以下。
12

田村善之『知的財産権と損害賠償〔新版〕
』
（弘文堂、2004）
（初版、1993）
。

13

村田健介「不法行為法による情報保護のあり方」現代不法行為法研究会編『不

法行為法の立法的課題』
（別冊 NBL155号）
（2015）131頁以下。
14

知的所有権については特別法で特則が定められている。たとえば、特許法

102条２項の侵害者利益の推定規定を設ける。もっとも、裁判所は、同項をあ
くまで逸失利益の推定規定と解するにとどまる。これに対し、同項が利益吐き
出しを規定したと解する見解も一部ながら見られる（たとえば、鎌田・前掲注
（11）４頁、
大西邦弘「制定法による知的財産侵害の救済と不法行為法による『原
状回復』
」神戸法学53巻４号〔2004〕293頁、特に356頁など）
。
15

窪田充見「人格権侵害と損害賠償──人格的利益の侵害を契機とする民法

705条についてのスケッチ」民商116巻４＝５号（1997）54頁以下（窪田①）
、
同「不
法行為法学から見たパブリシティ──生成途上の権利の保護における不法行為
法の役割に関する覚書」民商133巻４＝５号（2006）152頁以下（窪田②）
。
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能見16、藤原）、（ⅳ）不正競合17といった不法行為の文脈に加えて、
（ⅴ）
20
多治川19）
や（ⅵ）信託法上の受託者やその
契約違反（二重売買）
（磯村18、

他の者の信認義務（忠実義務）違反（谷口21、道垣内22、能見23、樋口24、𠮷

16

秋山幹男ほか「
〈座談会〉名誉毀損された被害者の救済──損害賠償訴訟の

最近の動向の一環として」NBL734号（2002）８頁、
25頁を参照（能見善久発言）
。
17

たとえば、豊崎光衛「不正競業と損害賠償」我妻栄還暦『損害賠償責任の研

究（中）
』
（有斐閣、1958）581頁以下（ただし、侵害者の利得もその者の能力・
才覚等によるところが大きいとして、部分的な返還にとどまるとの立場に好意
的）
、潮見佳男「取引的不法行為」内田貴＝大村敦志編『民法の争点』
（有斐閣、
2007）282頁（ただし、必ずしも積極的に肯定するものではない）
。
18

磯村保「二重譲渡と債権侵害──『自由競争論』の神話（１）～（３・完）
」

神 戸 法 学35巻 ２ 号385頁 以 下、36巻 １ 号25頁 以 下、 ２ 号289頁 以 下（1985 ～
1986）
、特に「
（３・完）
」315頁以下。
19

多治川卓朗
「代償請求権と調整機能──利益吸い上げ機能との関連に着目して」

荒井誠＝山本敬三編
『ドイツ法の継受と現代日本法』
（日本評論社、
2009）
297頁以下。
20

このほかに、契約違反による利益吐き出しについて検討する研究としては、

山田八千子「売主の契約違反と買主の損害──アメリカ法における利得吐き出
し法理の適用をめぐって」東洋法学34巻２号（1991）87頁以下（ただし、比較法
の考察にとどまり、日本法に導入すべきとまで主張しているかは不明）
、櫻井
博子
「イギリス法の契約違反に対する利益の吐き出し損害賠償の展開」
東北ロー
レビュー１号（2014）99頁以下（比較法の考察を中心とするが、日本法におけ
る実現を志向する基礎研究の一部とする）がある。
21

谷口知平「背任に因る利得返還義務について──Restatement of Restitution

に於ける信認関係者間の Constructive Trust とその示唆」同『不当利得の研究』
（有斐閣、1949）466頁以下（初出、大阪商科大学経済学雑誌７巻２号〔1940〕
）
、
同「委任・背任による利得の償還──英米の constructive trust 法理の示唆」谷
口知平＝甲斐道太郎編『新版注釈民法（18）
』
（有斐閣、1991）316頁以下。
22

道垣内弘人『信託法理と私法体系』
（有斐閣、1996）212頁。また、能見善久

＝道垣内弘人編『信託法セミナー２ 受託者』
（有斐閣、2014）226頁（道垣内発
言）も参照。
23

能見善久「履行障害」山本敬三ほか『債権法改正の課題と方向（別冊 NBL51

号）
』
（商事法務、
1998）129頁（忠実義務違反の場合等に意味を持つと指摘する）
。
同『現代信託法』
（有斐閣、2004）141頁以下も参照。
24

樋口範雄『フィデュシャリー［信認］の時代』
（有斐閣、1999）137頁以下。
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28
永25、沖野26、木村27）
などの文脈においても説かれるに至っている。この

ように、利益吐き出しは、様々な場面で問題となりうる。もちろん、利
益吐き出し法理が、上記の場面のうちどこまで認められるべきかは評価
が分かれるであろうが、いずれにせよ、──伝統的な損害賠償法理の下
での被害者の損害に着目する手法とは異なる──加害者の《利益》に着
目する手法が注目されていることは明らかであろう。こうした動きは、
近時の比較法の動向とも一致するものであり、わが国特殊な法現象では
ない29。本稿は、このような状況を踏まえ利益吐き出し法理の理論的根

25

𠮷永一行「委任契約における利益の吐き出し請求権（１）
（２・完）──ドイ

ツ法における受任者の引渡義務についての議論を手がかりとして」民商126巻
４＝５号175頁以下、６号102頁以下（2002）
（𠮷永①）
、同「忠実義務論に残さ
れた課題に関する一考察──法制審議会信託法部会における議論の整理と分析
を通じて」
米倉明編著
『信託法の新展開──その第一歩をめざして』
（商事法務、
2008）125頁以下（𠮷永②）
。もっとも、𠮷永自身が受託者の忠実義務違反によ
る利益吐き出しを支持する立場かは明確ではない（この点は、能見善久ほか「受
託者の義務違反の効果」能見＝道垣内編・前掲書注（22）103頁以下〔能見発言
および沖野眞已発言〕を参照）
。なお、受任者の利益吐き出しについて肯定的
立場を採るその他の研究として、岩藤美智子「委任契約における受任者の忠実
義務」私法64号（2002）152頁、特に157頁以下、村山淳子「委任契約と医療契約
──債権法改正でその関係は変わるのか」西南学院大学法学論集45巻３＝４号
（2013）57頁、特に88頁以下（ただし、医療契約の文脈で説く）がある。
26

沖野眞已「救済──受託者の『利益の吐き出し』責任について」NBL791号

（2004）44頁。また、
「
〈シンポジウム〉信託法と民商法の交錯」私法67号（2005）
３頁、特に38頁以下（沖野発言）も参照。
27

木村仁「受託者の忠実義務と第三者からの利益取得行為（１）
（２・完）──

イングランド法を中心に」民商152巻４＝５号１頁以下、
６号１頁以下（2015）
（た
だし、わが国の信託法の解釈論として、直接の利益吐き出しを提唱するもので
はない）
。
28

なお、2007年施行の新信託法は、忠実義務違反による利益吐き出しを導入

することを見送り、利益と同額の損失が信託財産に生じたものと推定するとの
立証責任の転換規定（信託法40条３項）を設けるにとどまっている（この点は、
𠮷永②・前掲注（25）125頁以下参照）
。
29

比較法の動向については、Hondius & Janssen

eds.,

supra note 1を参照され

たい。
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拠を検討するものである。その理由について、以下では、わが国の利益
吐き出しに関する従来の議論状況を俯瞰することにより、明らかにした
い。
第２款

日本法の議論状況

（１）はじめに
利益吐き出し法理をめぐっては、多数の論点があるものの30、その中
核的な問題は、①実質的根拠と②法律構成の２点にあるといえよう31。
これらの問題につき、わが民法には、直接利益吐き出しを認める規定が
ないため、従来の議論ではそうした状況を前提にどのように既存の法制
度の中で解釈論として実現するかという②の問題（法律構成）を中心に
検討がなされ、多くの議論の蓄積があることは周知のとおりである（た
とえば、準事務管理構成、不法行為構成、不当利得構成、介入権構成、
擬制信託構成など）
。これに対し、①の問題（実質的根拠）──本稿の冒
頭で示したように、何ゆえ加害者が侵害行為を契機に収受した利益を吐
き出さなければならないか、また同時に被害者が当該利益を取得するこ
とができるのかという問題──についてみると、わが国において一般的
に用いられるのは、加害者に対する制裁として、あるいは利益吐き出し
という制裁を通じて、
侵害行為を抑制するという根拠付け（後述する「制
裁・抑止説」
）である。しかも、従来の議論の下では、その法律構成に

30

上記の①および②の論点以外に、③主観的要件の問題（侵害者は故意ないし

重過失であることが必要か、過失で足りるか）
、④客観的要件の問題（利益吐
き出しが認められる権利・利益・関係に一定の客観的基準が存在するか）
、⑤
利益の算定の問題（吐き出すべき利益を算定する際に、侵害者が利益を取得す
る際に被った費用を控除するか、また控除する場合には、どこまで控除するか
〔直接経費に制限するか、間接経費まで含めるか〕
。さらに、利益の取得の際に
侵害者の「能力」や「才覚」が寄与している場合、侵害者の利益を算定する際に
それらの事情を考慮するか）などの問題がある。しかし、これらの問題を解決
するには、
まず①の実質的根拠の態度決定をすることが不可欠であると考える。
31

たとえば、藤原・前掲書注（５）272頁は、
「評価の基準は、実質的に悪意の

侵害者に対して利益の保有を認めるのが妥当かという評価と、それをどう法律
構成するのかという問題につきるであろう。
」と述べる。
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ついては一様ではないものの、このような根拠付けによって先述の多数
の場面が──細部を捨象すれば──一元的に説明がなされてきた。以上
のような従来の議論の枠組みに対して、本稿は、上記のような根拠付け
の限界を指摘し、仮に用いるとしても一部の文脈に制限し、他の根拠も
併用することが必要であると提唱する。換言すると、本稿は、侵害され
た権利・利益・関係の性質の違いに応じて利益吐き出しの根拠を多元的
に捉えるべきとの立場を採る。
以下では、このような本稿の問題意識の前提となっているわが国の議
論状況についての筆者の認識が適切であるかを示すために、わが国の従
来の議論に一瞥を与え、先述の従来の根拠付けがどのようにわが国にお
いて確立されたのか、またどこまで妥当するものと考えられていたかを
明らかにする32。
なお、わが国における利益吐き出しをめぐる議論の考察に際しては、
３つの時期──戦前の議論と戦後のそれ、また後者は1990年代前半まで
とそれ以降──に分けて考察を進める。というのも、戦前においては利
益吐き出しの問題は準事務管理構成の是非を中心に展開されていたのに
対し、戦後においては、その根拠論が説かれるようになり、また90年代
前半までは主として知的所有権侵害が議論の中心領域であったものの、
90年代後半以降には、人格権侵害が議論の俎上に載せられ始めたからで
ある。
（２）戦前の議論──準事務管理法理の導入をめぐる議論
まずわが国における利益吐き出しの議論は、戦前において、ドイツ民
法687条２項のような準事務管理法理を導入するかどうかという文脈で
展開された。そこでの議論は、
《肯定説 vs 否定説》という構図で展開さ
32

それゆえに、以下の我が国の従来の議論状況の考察では、法律構成がどの

ように展開されていったかは直接の考察対象とはしない。また、本稿は、利益
吐き出しの学説史を明らかにするものではないことから、取り上げる学説は網
羅的ではなく代表的なものにとどまっている点に予めご了解いただきたい。な
お、わが国の従来の議論状況を詳細に整理・検討する近時の研究として、潮見
佳男「著作権侵害を理由とする損害賠償・利得返還と民法法理」論叢156巻５＝
６号（2005）228頁以下がある。
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れてきた。
（ⅰ）肯定説
肯定説の嚆矢である鳩山秀夫は、大審院大正７年判決33の事案のよう
な有体物の無断処分事例を念頭に置きつつ、管理者が本人のためにする
意思を有しない場合に事務管理が成立するかという問題に検討を加え
る34。そこでは、まずこの問題についてのドイツ民法の立場が確認され
たうえで、わが国においても立法論として準事務管理の規定を導入すべ
きと説かれる。その根拠としては、本人はこのような場合には、不法行
為に基づく損害賠償請求権と不当利得に基づく返還請求権を有するもの
の、前者は本人の受けた損害を限度とし、後者も本人の損失を限度とす
るために、これらの請求権によっては管理人が特に有利な行為をした場
合には事務管理に基づく請求権を行使したのと同一の利益を得ることが
できない、という点に求められている。要するに、不法行為に基づく損
害賠償や不当利得に基づく返還請求は、事務管理に基づく受取物返還請
求（民701条、646条）と比較し、利益吐き出しを求めることができず、
本人を保護する手段として弱いという点に求められているわけである
（以下では、これを「根拠①」とする）
。
さらに解釈論としても事務管理の規定を類推適用するべきと説かれ
る。その実質的根拠としては、本人のためにする意思なく却って自己の
利益を守る意思を有する場合における管理人の責任が本人のためにする
意思を有する場合に比較して、より軽く扱われるべき理由はないという
点が挙げられている。要するに、他人のためにする意思のある事務管理
33

大判大７年12月19日民録24輯2367頁（本件は、XY の共有船舶が Y の個人名

義で登録されていたところ、Y が X に無断でその船舶を2500万円で他人に処
分したため、X は、Y の処分行為を追認したうえで、X の共有持分相当額の売
却代金の返還請求を求めた事案。大審院は、事務管理の規定（701条、645条）
を適用し、返還を命じた）
。
34

鳩山秀夫「本人の為めにする意思なき事務管理ありや」同『民法研究第４巻

（債権各論）
』
（岩波書店、
1930）242頁（初出、
法協37巻７号〔1919〕
）
。なお、
同『増
訂日本債権法（各論）下』
（岩波書店、1924）779頁も参照（特許権侵害の場面を
念頭に同様に論じる）
。
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と比較した場合とのアンバランスさという点に求められているといえよ
う（以下では、これを「根拠②」とする）
。
以上からは、鳩山は、立法論のみならず、解釈論においても準事務管
理を肯定する立場に立っていたことが明らかといえよう。そしてこうし
た準事務管理肯定説は、その後の戦前の学説においても継承されていっ
35
、近藤36、末川37などが挙げられる）。ただし、
た（たとえば、我妻〔旧説〕

準事務管理を肯定するからといって常に事務管理の全ての規定が類推適
用されるとは限らない点に留意されたい38。
（ⅱ）否定説
もっとも、こうした肯定説の理解に対しては、２つの方向からの批判
が加えられた。
第１の批判は、ドイツ民法のような明文規定がないわが国において解
釈論として準事務管理を導入することの困難性に向けられている39。こ

35

我妻栄『債権法

事務管理・不当利得（現代法学全集34）
』
（日本評論社、

1930）112頁（その根拠としては、鳩山の挙げる根拠②を挙げる）
。
36

近藤英吉『債権法各論』
（弘文堂、1933）168頁（その根拠としては、鳩山とは

異なり、他人の事務に干渉して不当に利益を取得した者は、これによって他人
の被った損害の額を超えてもその利益の全部を返還すべきもの解するのが「妥
当」であるという点を挙げる）
。
37

末川博「準事務管理」同『法律論文集Ⅲ』
（岩波書店、1970）483頁（初出、民

商４巻１号〔1936〕
）
（その根拠としては、根拠②を挙げる）
。なお、同『債権各
論（第２部）
』
（岩波書店、1941）506頁以下も参照。
38

たとえば、末川は、準事務管理を導入するとしても、事務管理のすべての

規定が直ちに類推適用されるわけではないとし、①「管理される事務の性質」
、
②「現実に行っている管理の仕方」
、③「保護せられるべき本人の利益や本人の
意思」を踏まえた上で、各具体的な場合の事情に応じて判断するほかない、と
述べる。また末川は、管理者が受け取った利益の引渡し義務についても、
「他
人の事務を管理したそのことによって（ex re aliena）得たもの」に限られ、
「他
人の事務を管理する機会にもしくはさらに別の契約その他の行為を成すことに
よって（pccasopme rei, ex negotiatione）得たものにまで及ばぬということで
ある」と述べており、一定の制限を課している（末川・前掲注（37）494頁）
。
39

たとえば、末弘厳太郎『債権各論』
（有斐閣、1919）898頁以下は、
「他人の事
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のような批判を加える見解は、準事務管理以外の構成により準事務管理
法理が実現しようとした結果を実現しようとした。具体的には、
（α）
事務管理自体の成立を認める見解（小池40）や（β）不法行為や不当利得
により対応すべきと説く見解（我妻〔新説〕
）などが挙げられる。ここで
は後者の代表論客である我妻栄の見解を取り上げることとしよう。我妻
は、特許権侵害などの知的所有権侵害の場面（特許権者が自ら侵害者の
利益を上げることができたか立証することが困難な場面）を念頭に置い
たうえで、準事務管理を認めることに否定的な立場を示す。我妻は、準
事務管理肯定説の説く根拠（特に根拠②）に一定の説得力があることを
認めつつも、仮にそうであるとすると、準事務管理法理に求められてき
た問題は、不法行為法または不当利得法の問題として処理されるべきで
「他人の事務と知
あるとして、肯定説の根拠①を批判する41。すなわち、
りつつこれを自己の事務として無断に管理し本人に損害を与える者は不
法行為者であり、
又これによって利得を得れば、
不当利得者であるから、
この者の責任を問い、被害者たる本人を保護するためには、不法行為又
は不当利得の規定で充分でなければならない筈である。これを、本来更
に責任の軽かるべき事務管理の規定に準拠せざれば本人の保護に不充分
なりというは、その不法行為又は不当利得の理論に欠陥ありと謂わなけ
ればならぬのではあるまいか。
」との疑問を提起し42、不法行為における

務なることを意識しつつしかも之を自己の利益の為めのみ管理する者たとえば
他人の飼犬なることを知りつつしかもこれを横領せんとして急に飼養せる者は
之を他人の為に事務を管理するものということを得ざればなり。此場合にも又
事務管理の規定は之を適用するの余地なく両当事者の法律関係は不当利得」
「不
法行為の規定に依りて定まるべきものとす」と述べた上で、鳩山説を参照しつ
つ、上記のような場面で、独民687条２項のように処理することに対しては、
「一
方に於いて不法行為成立すると同時に他方に於て本人は自己の任意に依りて事
務管理上の請求権を主張し得べきことを認めたるも特別の規定なき民法の解釈
としては此種の結果を認ること能わず」と述べる（原文を現代仮名遣いに改め
た）
。
40

小池隆一『準契約及び事務管理の研究』
（清水書店、1935）289頁。

41

我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』
（日本評論社、1937）19頁以下。

42

我妻・前掲書注（41）22頁。
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損害要件（あるいは不当利得における損失要件）を広く捉える解釈論を
提示する。それゆえに、我妻によれば、鳩山が論じた大審院大正７年判
決の問題は、管理者が取引上相当な価格を得た場合には、本人が同額の
利益を得ることができたか否かにかかわらず、「損失」要件を満たすも
のとして、不当利得法により処理されるべき問題であるとされる。
第２の批判は、準事務管理が管理者の能力・才覚等により取得された
利益を引渡義務の対象に含めている点に向けられた。我妻は、管理者（侵
害者）の特殊の才能によって異常の利益を収めた場合について、準事務
管理によれば、そのような利益も引渡義務の対象に含まれることになる
点を批判する。というのも、管理者（侵害者）の才能も経済的価値ある
ものだから、一種の費用として本人から償還されるべきものであり、返
還の対象から除外すべきだからである43 44。このような理解を前提とすれ
ば、我妻の見解は、不法行為・不当利得構成により利益吐き出しを肯定
しているといっても、その機能は減殺されるであろう45。というのも、
我妻の理解によれば、利益吐き出しが認められるのは、異常な利益が管
理者の能力・才覚以外の事情（たとえば、偶然の機会）により生じた場
合に限定されるからである46。
43

我妻・前掲書注（41）23頁注（２）
。

44

なお、管理者（侵害者）の能力・才覚を考慮する別の方法を提案するものと

して、石田文次郎「不当利得における『損失』に就て」論叢37巻４号（1937）２
頁以下（石田は、
「衡平な利益の分配の思想」に基づき、侵害された権利の客観
的価格と侵害者の費用・技能・考案を評価し、各割合に従って利得を比例的に
分配すべきと説く）がある。
45

鎌田・前掲注（11）８頁は、準事務管理否定説（我妻）を、完全に利益の吐き

出しを否定しようとするものではなく、侵害者の得た利益から侵害者自身の才
能や労力による収益を控除すべきであるとする点で、準事務管理肯定説と異な
るに過ぎないと指摘する。もっとも、侵害者の能力・才覚以外の事情により利
益取得の機会がほとんどないとすれば、実質的に利益吐き出し否定説に近づく
ことになろう。
46

なお、能力・才覚の考慮は、準事務管理肯定を採る見解の中にも見られる（た

とえば、末川・前掲書注（37）520頁）
。この点につき、好美は、
「否定説の『不
当利得とすると準事務管理とするとで差異を生ずるものではない』との理解な
いし誤解を、見事に（？）みずから追認し補強するという皮肉な役割を演じて
［49］
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このような我妻の見解はその後の多数の学説により支持されることに
なった（たとえば、松坂47、四宮〔旧説〕48、品川49など）。そのため、我妻
説の登場により、わが国において準事務管理肯定説は消極的に解されて
いくこととなった。
（ⅲ）小括
以上のように、戦前の議論においては、利益吐き出しの問題は、準事
務管理法理を導入するかどうかという文脈で論じられていたといえる。
しかし、準事務管理肯定説は、その根拠として、適法事務管理とのバラ
ンスを挙げるにとどまり、より積極的な根拠を挙げるまでには至ってい
なかった。そのため、否定説から、利益吐き出しが問題となる場面にお
いて侵害者の能力・才覚を考慮すべきとの指摘がなされ、準事務管理肯
定説（および利益吐き出し）は消極的に解されることになった。
（３）戦後の議論①──90年代前半までの議論
次に戦後の議論のうち90年代前半までの議論を概観する。戦前におい
て否定説が多数説化する中で、準事務管理ないし利益吐き出しの理論的
基礎付けを行ったのが好美清光である。
好美は、比較法（ドイツ、スイス、アメリカ）の動向を踏まえつつ、
利益吐き出しが問題となる多様な場面（その中心は、知的所有権侵害の
場面である）を念頭に置いたうえで、準事務管理の理論的な検討を行っ
た。その内容は多岐にわたるが、本稿の関心との関係で注目すべき点は
以下の３点である50。すなわち、第１に、準事務管理の背後にある理論
しまっている。
」と指摘する（好美清光「準事務管理の再評価──不当利得法等
の検討を通じて」谷口知平還暦『不当利得・事務管理の研究（３）
』
〔有斐閣、
1972〕381頁）
。
47

松坂佐一『事務管理・不当利得』
（有斐閣、1957）25頁以下。

48

四宮和夫「不正競争と権利保護手段──不法行為法の理論を中心として」法

時31巻２号（1959）16頁以下。
49

品川孝次「事務管理・不当利得・不法行為」加藤一郎＝谷口知平編『新民法

演習Ⅳ』
（有斐閣、1968）210頁、特に220頁以下。
50

好美・前掲注（46）371頁。
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的根拠を明確にした点、第２に、侵害者の能力・才覚の考慮について否
定的な立場を示した点、第３に、利益吐き出しをどのように認めるか（準
事務管理という概念を用いるか否か）という法律構成の問題を二次的な
ものでしかないと言及した点が挙げられる。
第１の点について。好美によれば、従来準事務管理の中心機能であっ
た利益の吐き出し──被害者の被った損害を超える収益の引き渡し請求
──を認めることは、比較法の動向とは異なり、「わが現行法の規定し
予定していない法創造」であるとした上で、
「悪意侵害者に対する特殊
のサンクション」として、一定の場合に、認めるべきであると説かれる。
また、
「悪意侵害者に対する関係では、その取得した利得を同人に保有
させひいては侵害行為への誘因の芽を残すことは妥当ではないとの、特
殊の政策的配慮にもとづくものである。
」とも述べる51。要するに、好美
は、利益吐き出しの根拠を悪意侵害者に対する制裁、あるいは利益吐き
出しという制裁を通じて、
侵害行為を抑制するという点に求めている（以
下では、このような根拠付けを「制裁・抑止説」という）。
第２の点について。好美は、上記のような準事務管理の背後にある実
質的な価値判断の観点から、侵害者の能力・才覚により莫大な利益が上
げられたとしても、侵害者が悪意の場合には吐き出しの対象とすべきで
あると説く。その理由としては、我妻のように理解すると、権利者の側
からみれば「私有財産の所有者が悪意侵害者により同人との売買契約や
実施契約の締結を一方的に強制され、あるいはいわば泥棒や詐欺師の才
覚や労力に敬意を表し、
その有償的な押売りを受忍しなければならない」
ことになり、また、侵害者の側からみれば「反対説は、他人の物を時価
51

好美・前掲注（46）426頁。もっとも、こうした理解は、川村泰啓「返還され

るべき利得の範囲（４）
」判評65号31頁（判時359号13069頁）
（1965）
（不当利得
を給付利得と他人の財貨からの利得に区別した上で、後者の返還内容を「取得
された物の価値」の返還につき、それを超える利益の返還の義務（全受益返還
義務）については、
「他人の絶対権の中への有責な侵害取得に対する不法行為
的制裁」と位置づける）でもすでに指摘されていた点である。また同『商品交
換法の体系（上）
』
（勁草書房、1967）113頁（不真正事務管理の本質を「他人の
絶対権の中への有責な侵害取得に対する一種の不法行為的制裁」と捉える）も
参照。
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相当額以上で売却する才覚ないしチャンスのある者や、他人の特許権等
を盗用して実施料相当額ないし真権利者の得るであろう以上の利益を挙
げうる設備・能力を持つ者は、
その差額を保持することを許されるから、
侵害行為をしたほうが得だ、ということを認める司法政策をとること」
「悪意の侵害者に侵害行為による何らか
になる点を挙げる52。その上で、
の利得を保有させることは、それを被害者に帰属させるよりもはるかに
不当性が大きい」と述べる。要するに、好美によれば、我妻の説く準事
務管理否定説の第２の批判──侵害者の能力・才覚の考慮の必要性──
は、準事務管理の根拠が制裁・抑止であることからすると、当たらない
ということである53。
第３の点について。好美は、準事務管理の背後にある実質的価値判断
を明らかにすることを重視し、それが明らかにされれば、その後利益吐
き出しをどのように実現するかという法律構成の問題は二次的なもので
しかないと述べる。すなわち、
「いわゆる準事務管理という中間命題な
いし中間的構成を入れて、事務管理の筋を通じて委任の節の『受取リタ
ル物』の引渡請求権や報告請求権の規定（民646条・645条・701条）を類
推するという方途ないし解釈的法技術をとるかどうかは、さしあたり説
得性の問題に過ぎない」と述べる54。こうした理解によれば、準事務管理
以外の法律構成による利益吐き出しの途が開かれることになろう55。
以上のように、戦後になり、利益吐き出しの議論の中心は、戦前の形
式論（法律構成）から実質論（理論的根拠）へシフトしたといえよう。と

52

好美・前掲注（46）383頁。

53

ただし、制裁といいながらも、好美は、侵害者が利益をあげる際に被った

費用の控除については何ら疑問を提起することなく肯定しており（好美・前掲
注（46）381頁）
、むしろ最適な抑止の面にウェイトが置かれているといえよう。
54

好美・前掲注（46）431頁。

55

なお、この点で、多治川・前掲注（19）315頁も、代償請求権に利益吐き出し

（利益吸い上げ）機能を認めるか否かについて、
「代償請求権があるから利益吸
い上げが認められるのではなくて、債務不履行・契約違反による利益吸い上げ
が認められるか否かという議論や態度決定が先にあって、それを代償請求権と
いう制度に仮託するという意識が必要である。
」と述べており、好美と同様の
捉え方を示しているといえよう。
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りわけ、好美は、わが国の戦前の議論においては準事務管理が十分な根
拠付けがなされていなかったことを踏まえ、ドイツ法の議論を参照し、
より積極的に準事務管理ないし利益吐き出しの理論的根拠として制裁・
抑止説を示したといえよう。
こうした理解はその後、一定の支持を集めることとなる（たとえば、
広中56、四宮〔新説〕57、水本58、吉田59、澤井60、藤原61、近江62など）。
（４）戦後の議論②──90年代後半以降の議論
このような利益吐き出しの根拠としての制裁・抑止説は、知的所有権
侵害の場面を中心に論じられたものの、90年代後半以降、人格権侵害の
場面（具体的には、マスメディアが他人のプライバシーを侵害する記事
や有名人の肖像を無断利用することにより利益を取得する場面）でも─
─法律構成は異なるものの──利用されることになる63。ここでは、そ
の代表論客である窪田充見の見解を取り上げることとする。
窪田は、他人の権利侵害行為によって利益を上げるタイプの不法行為
については、被害者の損害を填補することを目的とする従来の不法行為
法の枠組みでは対応することはできないとし、不法行為の制裁（抑止）
56

広中俊雄『債権各論講義（第３版）
』
（有斐閣、1968）365頁（ただし、特許権

侵害については特別法により対応されているとする）
。
57

四宮和夫『事務管理・不当利得・不法行為 上巻』
（青林書院、
1981）43頁以下。

58

水本浩『民法セミナー７ 債権各論（下）
』
（一粒社、1985）24頁以下。

59

吉田邦彦『債権侵害論再考』
（有斐閣、1991）676頁注（147）
（意図的不法行為

との関連で、好美説を好意的に評価する）
。
60

澤井裕『テキストブック事務管理・不当利得・不法行為（第２版）
』
（有斐閣、

1996）22頁（準事務管理否定説〔我妻〕を批判する文脈で、
「特別法の損害推定
規定を民法の原則とするわけである。利得から損害を算定するという方式は、
僭称事務管理賠償という特殊な賠償形態と見るならば解釈論としては可能であ
るが（しかし、それは準事務管理の発想）
、不法行為・不当利得の賠償の枠内
で認めることは不可能であろう」と述べる）
。
61

藤原・前掲書注（５）269頁。

62

近江幸治『民法講義Ⅵ（第２版）
』
（成文堂、2007）23頁。

63

人格権の問題がクローズアップされた原因として、ドイツのモナコ王女事

件がある。
［53］
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機能を正面から認めることにより、
「利益吐き出し型損害賠償」を提唱
する64。本稿の関心との関連で、窪田の見解のうち注目すべき点は、以
下の２点である。すなわち、第１に、利益吐き出しの根拠を制裁・抑止
に求めた点、第２に、利益吐き出しが認められるべき権利の対象を、知
的所有権からプライバシーなどの人格権に拡大した点が挙げられる。
第１の点について。窪田は、利益吐き出しを準事務管理によってでは
なく、不法行為法（より具体的には、損害の金銭評価のプロセス）によっ
て実現することを試みる65。もっとも、被害者の損害填補に制限される
と解する伝統的な理解を前提とする限り、利益吐き出しを不法行為法に
より実現することは困難である。そこで、窪田は、利益取得型不法行為
の文脈では、伝統的理解の背後にある民刑峻別論を相対化し、不法行為
法の目的として制裁ないし抑止機能を正面から肯定することにより、利
益吐き出しを不法行為法の枠内で実現する。それゆえに、窪田も、──
法律構成は異なるものの──好美と同様に利益吐き出しの根拠を制裁・
抑止説に求めているといえる。
第２の点について。窪田は、以上のような制裁・抑止説に基づく利益
64

窪田①・前掲注
（15）
54頁以下。また窪田の見解については、
窪田・前掲注
（６）
、

同「ドイツ法における人格権侵害を理由とする損害賠償法の役割──BGH の
カロリーヌ・モナコ王女事件判決をめぐる状況」ジュリ1199号（2001）33頁以
下（窪田③）
、同「規制緩和社会における制裁の役割Ⅱ制裁のあり方 損害賠償」
ジュリ1228号（2002）62頁以下（窪田④）
、同「損害概念の変遷と民法の役割─
─刑法と民法の対話の形とともに」刑雑44巻２号（2004）229頁以下（窪田⑤）
、
同「規制緩和社会における民事責任のあり方について」企業と法創造１巻４号
（2005）95頁以下（窪田⑥）
、同「不法行為法における法の実現」長谷部恭男ほか
編『岩波講座 現代法の動態２ 法の実現手段』
（岩波書店、2015）77頁以下（窪
田⑦）
、浦川道太郎ほか「
（座談会）不法行為法の新時代を語る」法時78巻８号
（2006）４頁、特に９頁以下（窪田発言）などを参照。
65

その理由としては、第１に、準事務管理は「利得取得型の不法行為に対して

不法行為が然るべき対処ができなかったことによって実現された仮託理論に過
ぎ」ず、本来、不法行為法のレベルで問題が解決されるべきこと（窪田・前掲
注（６）690頁）
、第２に、利益吐き出しの射程をプライバシーに拡大したため、
準事務管理ではうまく説明できないという点（窪田①・前掲注（15）67頁）が挙
げられる。
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吐き出しを人格権ないし人格的利益の侵害、とりわけ、マスメディアに
よるプライバシー侵害、パブリシティ権侵害、名誉毀損などの文脈にも
適用することを試みる。その理由としては、
（ア）これらの権利侵害は、
認識や認容を以てなされることが少なくなく、また（イ）回復困難な名
誉毀損や回復不可能なプライバシー侵害において差止めの有効性がとり
わけ大きいとしても、必ずしも有効に機能するとは限らず、不法行為が
「経済的営み」としてペイしないようにするために、有効なサンクショ
ンとしての損害賠償が必要となる点を挙げる66 67。ここでは、制裁・抑止
説が人格権侵害にも妥当するとの考え方が示されているといえよう。
以上の点を踏まえると、
利益吐き出しの根拠としての制裁・抑止説は、
90年代後半以降も、準事務管理構成を採らない論者からも支持されるこ
とになり、また制裁・抑止説は、90年代前半までの知的所有権侵害の場
面のみならず、人格権侵害の侵害の場面にも妥当する根拠として考えら
れるようになった、といえよう。
このように一見すると、90年代後半以降の議論は、好美が説いたよう
に、法律構成は二次的な問題に過ぎないとの指適を踏襲し、発展させた
側面がある。しかし、実質面を重視すべきとの好美の指適は、制裁・抑
止説の追認にとどまり、新たな展開は見られなかった。むしろ、学説の
関心は、法律構成に向かい、その後多様化していることは周知の通りで
ある。その意味では、90年代後半以降の議論は、──好美の意図に反し
て──実質論（理論的根拠）から形式論（法律構成）へ回帰したといえよ
う。
（５）小括
以上のわが国の利益吐き出しの根拠論をめぐる議論状況をまとめると

66

窪田①・前掲注（15）62-3頁。

67

もっとも、実務では、利益の取得を目的とする人格権ないし人格利益の侵

害を理由として、直接利益吐き出しは認められておらず、慰謝料額算定の際の
増額要素として考慮されにとどまっている（たとえば、東京高判平13年７月５
日判時1760号93頁〔有名人の名誉毀損の事案〕が挙げられる。本件については、
田島泰彦「判批」
『メディア判例百選』別ジュリ179号〔2005〕138頁以下を参照）
。
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次の通りである。
第１に、わが国における利益吐き出しの議論は、戦前に準事務管理の
導入の是非と表裏一体の形で展開されることで始まった。もっとも、準
事務管理肯定説は、その根拠を適法事務管理とのアンバランスという消
極的なものを挙げるにとどまった。そのため、侵害者の能力・才覚によ
る利益を吐き出させることへの批判により、準事務管理（利益吐き出し）
は確立されるまでには至らなかった。
第２に、わが国における利益吐き出しの議論は、戦後になると、準事
務管理の根拠として侵害行為に対する制裁というより積極的なものが挙
げられるようになり、準事務管理肯定説が有力になった。これにより、
利益吐き出しの問題は、形式論（法律構成）から実質論（理論的根拠）へ
シフトした。もっとも、ここでの「制裁」概念68においては、制裁の元々
の意味である復讐心（報復感情）の満足や被害者の宥和という側面はあ
まり意識されておらず69、むしろ侵害行為の抑止という点と結び付けら
れている点に留意されたい70。
第３に、制裁・抑止説は、当初、知的所有権侵害の場面を中心領域と
して展開されていたのに対し、90年代後半以降になると、人格権侵害の
場面でも──法律構成は異なるものの──同様に妥当するものと解され
るに至った。
要するに、わが国では、戦後になり、
《利益吐き出し＝制裁・抑止》

68

制裁概念については、森島昭夫『不法行為法講義』
（有斐閣、1987）470頁、

瀬川信久「不法行為制度の目的・目的をめぐる近時の議論について」淡路剛久
古稀『社会の発展と権利の創造──民法・環境法学の最前線』
（有斐閣、2012）
349頁、特に355頁を参照。
69

制裁概念について、抑止とは区別された、応報感情の側面に注目し、社会

学の知見を用いて、民刑峻別論に批判的な検討を加える近時の研究として、今
野正規「民事責任と刑事責任の分化について」瀬川信久＝吉田克己古稀『社会
の変容と民法の課題（下）
』
（成文堂、2018）299頁以下がある。
70

このような制裁と抑止の混同を指摘するものとして、森田果＝小塚荘一郎

「不法行為法の目的──『損害填補』は主要な制度目的か」NBL874号（2008）10
頁、特に20頁を参照。本稿が従来の利益吐き出しの根拠付けを「制裁・抑止説」
として制裁と抑止を区別せずに用いているのは、このためである。
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という思考図式が確立し71、そしてそれが知的所有権のみならず、人格
権にも適用され、一般化されることとなる。もちろん、このような制裁・
抑止説が理論として説得的であればこのような一般化は可能である。し
かし、このような根拠付けには不十分な点が残る。そこで次に、款を改
め、わが国の議論の問題点をみていくことにしよう。
第３款

日本法の議論状況の問題点

（１）制裁・抑止説の理論的問題点
制裁・抑止説は、利益吐き出しという制裁を通じて、侵害行為を抑制
することにその根拠を求めているといえよう。このような理解を事前的
な視点からみると、利益吐き出しは、潜在的加害者に市場を迂回するこ
となく、本人と交渉することで利用許諾を得ることを推奨する機能（い
わゆる契約誘導機能）を持つものといえよう72。
もっとも、このような制裁・抑止説に対しては、手続的な問題73に加
えて、以下のような疑問がある。すなわち、────
第１は、何ゆえ加害者は利益を吐き出さなければならないのかという
点に関わる。従来の利益吐き出しの議論では、加害者の「侵害し得」が
望ましくないとし、そのような侵害行為へのインセンティブを取り除く
ために加害者が得た利益を吐き出させることが強調されてきた。しかし、
71

好美、窪田のほかに、大塚直「政策実現の法的手段──民事的救済と政策」

岩村正彦ほか編『岩波講座現代の法４』
（岩波書店、1998）179頁（利益吐き出し
の根拠を損害填補機能のみならず、制裁要素に求めざるを得ないと述べる。た
だし、特許法という特別法で定められた規定について）
、平田春二「準事務管理」
谷口知平＝甲斐道太郎編『新版注釈民法（18）債権（９）
』
（有斐閣、1991）329頁
（準事務管理的な規整がないと、
「資本力・販売能力などをもつ者にとっては、
特許権などの侵害はした方が得だ、という不当な結果になるのを避けがたい」
と述べる）などが挙げられる。
72

利益吐き出しに契約誘導機能があることについては、たとえば、藤田友敬「忠

実義務の機能」法協117巻２号（2000）137頁、特に145頁以下、田中亘「忠実義
務に関する一考察──機能に応じた義務の設計方針」落合誠一還暦『商事法へ
の提言』
（商事法務、2004）225頁、特に230頁注（９）を参照。
73

樋口範雄「制裁的慰謝料論について──民刑峻別の『理想』と現実」ジュリ

911号（1988）19頁。
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翻って考えてみると、被害者の損害を賠償した上で、なお利益が残る場
合とは、
加害者が被害者よりも効率的な生産者であるということであり、
社会的には侵害行為は効率的な結果を生んでいると言えないであろう
か。それにもかかわらず、何ゆえ利益吐き出しという制裁まで課してま
で、侵害行為を抑止しなければならないのかについて更なる説明が求め
られるであろう74。
第２は、──仮に加害者は利益を吐き出さなければならないとしても
──何ゆえ侵害行為により加害者が得た利益を被害者に帰属させるべき
かが不明であるという点である75。とりわけ、不法行為法の目的を被害
者の損害填補と解する伝統的理解からは、利益吐き出しを認めることは
被害者に「棚ぼた」的利益を与えることになるとの批判が提起されてお
り、わが国における利益吐き出しをめぐる最大の論争点であったといえ
よう。もちろん、こうした批判に対しては、従来の学説は何ら反論して
いなかったわけではない。たとえば、①制裁・抑止説は、「悪意の侵害
者に侵害行為による何らかの利得を保有させることは、それを被害者に
帰属させるよりもはるかに不当性が大きい」と反論し76、あるいは②懲罰
「私人による法の実現（エン
的損害賠償の文脈で説かれるように77、
フォースメント）」のために積極的な役割を果たしたことに対して与え
74

忠実義務違反との関係でこうした観点から検討を加えるものとして、田中・

前掲注（72）がある。
75

森田宏樹「知的財産権侵害による損害賠償に関する規制の改正の方向──実

体法の観点からの立法論的検討」財団法人知的財産研究所『知的財産侵害に対
する損害賠償・罰則のあり方に関する調査研究所』
（平成９年度特許庁工業所
有権制度問題調査報告書）
（1998）52頁（悪意侵害者の利益を権利者に帰属させ
ることの理論的な説明は、依然として十分ではない）
、沖野眞已「損害賠償額
の算定──特許権侵害の場合」法教219号（1998）63頁、潮見・前掲注（32）267
頁（侵害者のところに生じた「利益」が被害者の有する「権利の価値」と言える
かについて疑問を提起する）
、同『不法行為法Ⅰ〔第２版〕
』
（信山社、2009）54
頁など参照。もっとも、この点は、懲罰的損害賠償に関する議論でも指摘され
ていた点でもある（たとえば、田中英夫＝竹内昭夫『法の実現における私人の
役割』
〔東京大学出版会、1987〕156頁以下、樋口・前掲注（73）22頁以下を参照）
。
76

好美・前掲注（46）383頁。

77

田中＝竹内・前掲書注（68）165頁、樋口・前掲注（73）22-3頁。
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られる報酬（対価）であるとして利益帰属を正当化する余地もありうる
であろう78。
しかし、これらの説明にはいずれも疑問が残る。すなわち、前者（①）
の反論については、こうした説明は「まし」論にとどまるものであり、
説得的な根拠付けとはいえない。また比較法的には79、国家へ利益を帰
属させるという方法が立法論として説かれているが80、こうした事態は
その根拠付けが本質的にできないことを意味しているといえよう81。ま
た後者の反論（②）に対しても、そもそもこうした理解自体に対しては

78

私人による法実現の観点から、利益吐き出し（型損害賠償）を説明する見解

として、窪田が挙げられる（窪田・前掲注（６）667頁以下、窪田⑦・前掲注（64）
77頁以下）
。この点につき、瀬川・前掲注（68）353頁（窪田の考え方が従来の
訴訟観とは異なる考え方、すなわち、
「損害賠償訴訟は、私人がその権利行使
を通して法律の目的を実現させる手段である」との考え方を採るものであると
述べる）も参照。
79

この点は、たとえば、フランスにおける近時の債務法改正で導入が説かれ

ている懲罰的損害賠償（その適用場面の一つは、本稿の対象とする利益取得型
不法行為のような場面である）との関連で論じられている点である（この点に
ついては、後藤巻則「損害賠償と制裁」法時78巻８号〔2006〕54頁以下、廣峰正
子「フランス債務法改正草案に関する覚書──懲罰的損害賠償制度導入をはじ
めとする民事責任の変容と発展について」法の科学39号〔2008〕172頁以下、
同「フ
ランス債務法改正の最新動向──懲罰的損害賠償参入の可能性」法時82巻11号
〔2010〕127頁以下、同「フランス（ミニ・シンポジウム 懲罰的賠償の現在）
」比
較法研究72号〔2010〕122頁以下、同・前掲注（１）228頁以下、同「フランス債
務法改正作業における懲罰的賠償の処遇」日仏法学28号〔2015〕91頁以下など
を参照）
。また、アメリカの懲罰的損害賠償の文脈でも棚ぼた論の問題に対し
て、州法レベルでは原告以外のもの（たとえば、州の一般歳入やその他の特別
の基金）への分配を命じる立法等も現れている（この点については、会沢恒「ア
メリカ（ミニ・シンポジウム 懲罰的損害賠償の現在）
」比較法研究72号〔2010〕
110頁、特に111頁を参照）
。
80

たとえば、戒能通孝『債権各論（改訂版）
』
（巖松堂書店、1946）389頁も立法

論として、利益の没収の可能性を指摘していた。
81

なお、こうした事態は、不法行為構成において、規範的損害論を採用した

としても同様である（森田宏樹「特許権侵害に基づく損害賠償──民法の観点
から」日本工業所有権法学会年報41号〔2018〕190頁を参照）
。
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消極的評価もみられるように82、特殊アメリカ法的な色彩が強く83、わが
国に直ちに妥当するとは言えないであろう。
それゆえに、従来の議論においては、被害者への利益帰属は、加害者
が利益を保持する根拠を欠くことの反射的効果として説明されるにとど
まり84、被害者が当該利益を取得する積極的根拠は何ら説明されていな
いのである85。利益吐き出しを肯定する見解が民法学説の多数の支持を
得ていない原因（また、利益吐き出しの問題は立法論であるといわれる

82

この点で、道垣内正人「懲らしめとしての損害賠償」法教154号（1993）68頁

以下は、インセンティブ論に消極的である。その理由として、第１に、
「他人
の社会に対する悪事を訴訟上で暴けば儲かるという仕組みは、プラグマティズ
ムに徹してしまえば、社会から悪をなくすという法目的の効率的実現方法では
あるが、そのような社会が健全な社会かどうか疑問なしとしない」こと、そし
て第２に、
「多くの事件は和解で処理されるであろうから、訴訟をすれば命ぜ
られるかもしれない懲罰賠償を背景に、巨額の金銭がテーブルの下で渡され、
表に出ないまま「懲罰」が行われることも、筋がいい話とはいえない」ことを
挙げる。
83

なお、国家が私人に訴権をばらまき私人による法実現を推奨するという考

え方の背景には、アメリカにおける分断した国家構造（行政国家の規制組織の
コントロールをめぐる連邦議会と大統領との間に緊張関係がある）という制
度的原因がある点にも留意されたい（この点について指摘する近時の研究と
して、Sean Farhang, The Litigation State─Public Regulation
Lawsuits
84

in the

and

Private

U.S.（Princeton U. P., 2010）19 ～がある）
。

中村哲也「人格権の商品化とドイツ不法行為法──カロリーネ・フォン・モ

ナコ事件をめぐって」法政理論33巻２号（2000）１頁、特に39頁参照。
85

なお、この点につき、近時、村田健介は、知的所有権の文脈を念頭に置い

たうえで、
「
『証明可能な』実損を超える賠償を被害者に与えることが、仮に文
化・産業の発展につながるのであれば、その観点から、
『証明可能な』実損を
超える賠償も正当化し得ると考えられる。
」と述べる（村田・前掲注（13）143頁
注（35）
）
。このような理解は、利益吐き出しを認めることのデメリット（棚ぼ
た論）とメリット（上記では、文化・産業の発展）を比較し、後者が前者に優
越する場合には、法政策論的に被害者への利益帰属が正当化されると解するも
のであろう。こうした理解は、利益吐き出しが問題となる一定の場面では説得
力があると考えるものの、すべての場面に妥当するとはいえないであろう（少
なくとも、知的所有権侵害の文脈においては、異論の余地がある）
。
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原因）の一つは、この点にあるといえよう86。
以上の点を踏まえると、利益吐き出しの根拠として従来説かれてきた
制裁・抑止説には問題点があり、利益吐き出しが問題となるすべての場
面を正当化する一般理論とまでは言えないであろう。しかし、従来の議
論は、こうした理解を利益吐き出しが問題となる場面に広く妥当するも
のと考えていたように思われる。次にこの点についてみよう。
（２）制裁・抑止説の妥当範囲
従来の議論では、利益吐き出しが認められるべき対象として、①知的
所有権と②人格権が主として取り上げられ87、そして両者において同一
の根拠──先述の制裁・抑止説──の下で利益吐き出しが説明されてき
た88。その理由としては、①および②は、通常の有体物とは異なり、無
体物（情報）であり、侵害行為の発見が容易でなく、通常の填補賠償に
よる救済では不十分である（発見されない確率を考慮すると、侵害行為
による期待利益がゼロにならない）と解されてきたこと、そしてそれゆ
えに、ヨリ強い制裁が必要となることが挙げられるであろう89。
86

たとえば、潮見・前掲注（32）228頁は、
「わが国の民法学説の多数は、今な

おこうした『利益吐き出し型損害賠償』を肯定するのに慎重な姿勢を崩してい
ない」と指摘する。窪田⑦・前掲注（64）100頁も同旨。
87

たとえば、瀬川・前掲注（68）354頁以下によれば、近時の不法行為の機能と

して抑止を提唱する見解は、
「市場を介して他人の人格的利益や知的財産権を
侵害する収益活動を念頭に置き、刑事罰や課徴金等の行政処分が未整備あるい
は執行困難な場合」
、つまり「不法行為法の新しい問題領域」
（人格秩序の一部
と競争秩序）について、利益吐き出し請求などを不法行為法の解釈論として提
案するものである、とされる。
88

窪田③・前掲注（64）39頁は、
「モナコ事件で中心となったのは、利益追求型

の不法行為において利益をそのまま保持させると、結局、不法行為が経済的に
合理的だという状況を生みだしてしまうという問題点であった。こうした問題
は、本来、一般人格権に限定される性格のものではない。財産的利益の場合で
あっても賠償額が侵害による利得額を下回るのであれば、全く同様の状況が生
ずるからである。
」と指摘する。
89

こうした理解は、知的所有権と人格権の中間的な権利として位置づけられ

る③パブリシティ権侵害による利益吐き出しについても妥当する（窪田②・前
［61］
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もっとも、こうした理解には以下のような疑問がある。すなわち、─
───
第１の疑問は、制裁・抑止説を知的所有権のみならず、人格権にも妥
当すると解している点に向けられる。すなわち、制裁・抑止説は、先述
したように、事前的な視点から見ると、侵害行為を抑制したうえで、潜
在的加害者を市場に向かわせ、権利者と交渉することを促進する制度と
して利益吐き出しを捉えている面がある。このような理解は、①（知的
所有権）のような市場における譲渡性が本来的に認められている市場財
が侵害された場面では妥当すると言えるものの90、②（人格権）のような、
権利者といえでも原則として市場における譲渡性が認められているわけ
ではない人格財が侵害された場面では妥当するとは言えない。というの
も、②の場面でも、制裁・抑止説を用いると、市場での人格権（人格財）
の取引を推奨することになり
（その結果、
市場化・商品化問題が生じる）、
権利の本来的価値を切り下げることになりかねないからである91。もち

掲注（15）155頁注（24）参照）
。さらに、④信託法上の忠実義務違反による利益
吐き出し（たとえば、沖野・前掲注（26）58頁は、信託の特殊性──「本人が、
受認者の手の内にある」──ゆえに、その濫用の危険も防止措置の必要性も、
ひときわ高くなるとし、一つの法人格の中で併存的な財産管理を行うという信
託制度を導入し、展開していくならば、それに応じた独自の救済を肯認するこ
とも理由がある、と指摘する〔もっとも、信託における利益吐き出しは、物上
代位的な性質の場合もあると指摘されており、上記のみではないが〕
）や⑤契
約違反による利益吐き出しについても妥当するであろう。
90

もっとも、知的所有権であるといっても、すべてを市場財として完全に同

列に扱うべきかは検討の余地があるように思われる（とりわけ、産業政策を目
的とする特許権と異なり、著作権は、より人格的な要素が強く、別途の取扱い
の余地がある）
。
91

人格財の市場化・商品化問題については、吉田邦彦「アメリカ法における『所

有権法の理論』と代理母問題──フェミニズム法学・批判的人種理論・プラグ
マティズム法学に関する研究ノート」
同
『民法解釈と揺れ動く所有論』
（有斐閣、
2000）337頁以下（初出、星野英一古稀『日本民法学の形成と課題下』
〔有斐閣、
1996〕
、
山畠正男＝五十嵐清＝藪重夫古稀
『民法学と比較法学の諸相Ⅰ』
〔信山社、
1996〕
）
、同『民法学と公共政策講義録──批判的・横断的民法のすすめ（具体
的法政策学）
』
（信山社、2018）93頁以下のほか、マイケル・サンデル（鬼澤忍訳）
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ろん、このような制裁・抑止説を人格権侵害による利益吐き出しに用い
ることに対する懸念は既にわが国でも認識されている92。しかし、こう
した懸念は、利益吐き出しに対する消極論として、あるいは、より緩や
かな慰謝料というブラックボックスの中で処理されるべきと説かれるに
とどまり（ドイツのモナコ王女事件は後者の手法を採用したといえよ
0

0

う）
、利益吐き出しを認めつつ、──制裁・抑止説とは異なる──人格
0

0

0

0

0

0

0

0

権侵害固有の根拠を明らかにするという発想はみられなかった。若干異
なる観点から言えば次の通りである。すなわち、人格権の特殊性は従来
から指摘されてきたものの、そうした特殊性は侵害行為が起こる事前の
段階で考慮されるにとどまり、侵害行為が起こった事後の金銭救済の場
面においては、必ずしも──慰謝料というレベルを除き──考慮されて
こなかったのである。こうした人格権（人格財）の特殊性を考慮に入れ
た利益吐き出しの根拠論が検討されてもよいのではなかろうか（こうし
た方向性は、近時のアメリカ法学の議論から示唆される点である）。
第２の疑問は、制裁・抑止説が妥当する市場財であっても、利益吐き

『それをお金で買いますか──市場主義の限界』
（ハヤカワ文庫、
2014）165頁（非
市場規範に委ねられるべきもの〔たとえば、身体、名誉など〕に市場規範を導
入すると、前者の下での善の堕落をもたらすと説く）を参照。
92

たとえば、窪田は、ドイツのモナコ王女事件において BGH が、人格権侵害

による直接の利益吐き出しを否定した理由として、認めることが結果的に被害
者に対して人格的利益に関する契約強制を求めることになるという懸念があっ
たと指摘する（窪田③・前掲注（64）38頁）
。また、藤原は、人格権侵害による
利益吐き出しの問題の特殊性について次のように述べている。すなわち、
「な
ぜ人格権に財産的な権利性、ないしは、割当内容を認めることに躊躇するか」
と問われれば、それは、
「人格権的な権利でも、肖像権・氏名権などとは異なり、
私事に関する情報は、
流通財ではなく、
完全な経済財とはいえないから」
である。
「一方で、私事に関する情報の自己決定権は、その権利侵害は可能でも、その
譲渡可能性を正面から肯定することには抵抗感がある」としつつも、
「他方で、
私事に関する情報は、とくに、著名人や貴顕などのそれなら、他人による商業
的利用は大いに可能である」とし、このような「アンビバレントな性格、およ
び商業化への抵抗感が、BGB が、本来の意味での慰謝料（旧 BGB847条）の問
題ではないとしながらも、慰謝料請求の予防効果、制裁と損害算定での加害者
の利益の考慮を強調した理由である。
」と指摘する（藤原・前掲注（９）188-9頁）
。
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出し制度を用いて侵害行為を抑止する必要性が常にあるのかという点に
向けられる。たとえば、特許権侵害についてみると、情報創造に対する
インセンティブを維持するためには、他者のフリーライドを排除し、発
明に対する独占的な権利を発明者に承認することが必要であるとの理解
を前提としたとしても、特許法には差止めという制度が用意されており
（特許法100条）、かつ差止めによって侵害品の製造設備等が無駄となり
侵害者に埋没費用（サンクコスト）が発生する可能性があることを踏ま
えると、差止めに加えて、利益吐き出しまで侵害行為を抑止する手段と
して必要とは直ちに言えない（過剰抑止の可能性がある）との指摘がな
されている93 94。またそもそも情報創造に対するインセティブを維持する
ために、創作者が生んだ正の外部性を完全に内部化することが必要とい
えるかについても異論があり、そうした理解を前提とすれば、利益吐き
出し（および差止め）が望ましいといえるかはより疑問である。このよ
うに、制裁・抑止説が妥当すると解される領域においても、利益吐き出
しの妥当性についてより立ち入って検討することが必要ではなかろう
か95。
（３）小括
93

この点については、鈴木將文「侵害者利益と損害賠償に関する覚書──特許

権侵害の観点から」加藤雅信古稀『21世紀民事法学の挑戦（下巻）
』
（信山社、
2018）673頁、特に688頁を参照。
94

なお、特許権の文脈では、アメリカの eBay 判決を契機に、近時は、差止請

求権の制限論も説かれている。この点については、玉井克裁「特許権はどこま
で『権利』か」――権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐっ
て」パテント59巻９号（2006）45頁以下、平嶋竜太「差止請求権の制限：理論的
可能性についての考察」日本工業所有権法学会年報33号（2009）53頁以下、
同「特
許権に基づく差止請求権の合理的根拠と限界」高林龍ほか編『現代知的財産法
講座Ⅰ 知的財産法の理論的探求』
（日本評論社、
2012）133頁以下、
田村善之「特
許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する一考察──解釈論・立法論的
提言」根岸哲古稀『競争法の理論と課題──独占禁止法・知的財産法の最前線』
（有斐閣、2013）699頁以下などを参照。
95

これに対し、従来の利益吐き出しの議論では、差止請求権のみでは不十分

なことが強調されていた（たとえば、窪田①・前掲注（15）62頁以下など）
。
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以上の制裁・抑止説の問題点を踏まえると、制裁・抑止説は、利益吐
き出しが問題となるすべての文脈を根拠付ける説得的な理論とはいえ
ず、むしろ利益吐き出しの根拠は、侵害された権利・利益・関係の性質
に応じて、多元的に捉えられる必要があるといえよう96。
第４款

本稿の課題

わが国の議論状況に対する本稿の問題認識は以上の通りである。本稿
はこうした問題認識を前提としたうえで、利益吐き出しについて理論的
根拠を検討することを目的とする。具体的には、①何ゆえ加害者が侵害
行為を契機に収受した利益を吐き出さなければならないか、また同時に
被害者が当該利益を取得することができるのかという点（利益吐き出し
の実質的根拠）
、そして②利益吐き出しの根拠は、一元的なものでなけ
ればならないのか、文脈に応じて多元的に捉えることができないかとい
う点
（根拠論の多元化・類型化）
を明らかにしたい。こうした課題設定は、
利益吐き出しが問題となる状況が多様であることに鑑み、一つの根拠に
より①の問題に解答を与えることが困難であると考えたためである（な
お、結論を予告的に述べておけば、こうした本稿の構想は比較法的考察
96

もちろん、このような方向性を示す見解が従来の議論になかったわけでは

ない。たとえば、山下純司「不法行為法における利益吐き出し責任」NBL937号
（2010）26頁以下は、不法行為構成の枠内ではあるものの、利益吐き出し（利得
参照型損害賠償）の説明方法を、確立された権利の侵害の場合（たとえば、所
有権）とそれ以外の場合（たとえば、プライバシー）で区別する。抑止論は後
者の場面で問題となり、前者の場面では填補賠償の枠内で処理されると解して
いるようである。もっとも、山下の見解には、不法行為構成に拘束されている
という点は措くとしても、以下の問題がある。すなわち、第１は、本文で述べ
た人格権ないし人格財の制裁・抑止説による根拠付けの限界が意識されていな
い点である。また第２は、所有権概念に利益吐き出しを求める権利を含むこと
が前提とされているが、そうした理解がコンセンサスを得られるかはいまだ定
かではない点である。なお、類型論に立脚しつつ、侵害利得＝客観的価値賠償
を相対化することを試みる近時の研究として、村田大樹「侵害利得における内
容の多様性」同法56巻５号（2005）355頁以下がある（もっとも、村田は、そう
した可能性を指摘しつつも、不当利得法により利益吐き出しを認めるべきかに
ついては結論を留保している）
。
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からも支持を得ることができるものである）
。そして、以上の課題の検
討に際しては、従来、知的所有権と同列に扱われ、閑却・周縁化されて
きた人格権の側からこの問題に検討を加えていくこととし97、その分析
素材として、ヒト由来物質の無断利用問題を取り上げる。節を改めこの
点についてみていくことにしよう98。
第２節

分析素材──ヒト由来物質の無断利用問題

本稿は、上記の本稿の目的を明らかにする際に、──従来のわが国の
利益吐き出しの議論では注目を集めることの少なかった──人間の組
織・細胞などのいわゆる「ヒト由来物質」の無断利用問題を分析素材と
して取り上げることとする。というのも、本稿が取り組む利益吐き出し
の問題は、ヒト由来物質の無断利用の文脈でも問題となり、またその根
拠付けは、利益吐き出しの中でも最も困難なタイプと言われ99、本稿の
課題を明らかにする際に有益であると思われるからである。以下では、
この問題について、その背景を含めわが国の議論状況について少し立ち
97

このような分析視角は、批判法学によるものである。この点については、

吉田邦彦「アメリカにおける批判法思想の展開とわが民法学の行方──民法解
釈学方法論の思想的系譜その２」同・前掲書注（91）71頁、とくに86頁以下（初
出、民商119巻２号、同３号〔1998〕
）を参照。
98

それゆえに、法律構成の問題を解明することは、本稿の直接の課題として

いない（第５章で若干言及するにとどめる）
。これは、本稿が比較対象として
取り上げる英米法とわが国では法体系が異なることから、彼地の議論はわが国
での法律構成自体には直ちに示唆を与えないことに加えて、好美が指摘する通
り、法律構成の問題はあくまで利益吐き出しを説得的に根拠付けることができ
た後の二次的な問題に過ぎないと考えるからである。既存の解釈論の枠内で利
益吐き出しを実現しようとしても、実質論の部分を正当化できない限り、わが
国における利益吐き出しに対する消極的評価の現状は変わらないであろう。要
するに、本稿は、一方で好美が指摘した実質論重視の立場をヨリ徹底しつつ、
他方で好美の提唱する実質論（制裁・抑止説）に批判的な検討を加えることを
試みるものである。
99

この点は、池田清治教授（北海道大学）からご指摘いただいた点である。記

して謝意を表する。
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入って述べ、本稿の目的との関係を示すこととしたい。
（１）ヒト由来物質をめぐる議論状況
近年の科学技術の発展（たとえば、凍結保存、増殖技術、遺伝子操作
など）は、現代医学における人を対象とする研究を「人それ自体」を対
象とする研究から、人の組織や細胞などのいわゆる「ヒト由来物質」を
対象とする研究にシフトさせつつある（たとえば、ヒト由来物質は医薬
101
。このような
品開発100などに際して有益であることが指摘されている）

状況を背景に、ヒト由来物質は今日財産的・商品的価値を帯びるに至っ
ているものの102、その法的性質や利用を定める包括的な立法はわが国に
研究利用についてはガイドライン（いわゆるソフト・ロー）
は存在せず103、
で対応されるにとどまり、基本的な問題は一般法（民法や刑法）の解釈
に委ねられてきた。
もっとも、従来研究利用の場面では、ヒト由来物質のみを直接の対象
として論じられることは少なかった。というのも、ヒト由来物質を対象
とする研究は、人体それ自体を対象とする研究（臨床研究）と同じ規制
に服すると解されていたからである104。しかし、近時こうした従来の取
100

たとえば、疾患 P の患者の細胞を加工・培養すれば、疾患 P の特徴を有す

る細胞株が得られることがあり、これを用いれば疾患 P のメカニズム解明や
治療薬の開発が容易になる可能性があるとされる（米村滋人『医事法講義』
〔日
本評論社、2016〕268頁を参照）
。
101

宇都木伸「人体由来試料の研究利用──その法的側面」医学のあゆみ222巻

２号（2007）122頁。
102

人体の商品化問題については、米本昌平『バイオエシックス（講談社現代新

書）
』
（講談社、1985）179頁以下、粟屋剛『人体部品ビジネス──「臓器」商品
化時代の現実』
（講談社、1999）
、同「現代医療──人体の資源化・商品化と人
間の尊厳」加茂直樹編『社会哲学を学ぶ人のために』
（世界思想社、2001）180頁
以下、出口顯『臓器は「商品」か（講談社現代新書）
』
（講談社、2001）
、Ｌ・ア
ンドルーズ＝Ｄ・ネルキン（野田亮＝野田洋子訳）
『人体市場―商品化される臓
器・細胞・ＤＮＡ』
（岩波書店、2002）
、ドナ・ディケンソン（中島由華訳）
『ボ
ディーショッピング』
（河出書房新社、2009）など参照。
103

宇都木・前掲注（101）122頁。

104

たとえば、光石忠敬＝橳島次郎＝栗原千絵子「研究対象者保護法要綱試案
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扱いに対しては、ヒト由来物質を対象とする研究は、人それ自体を対象
とする研究と異なるとして、二つの相対立する要請が出ている。すなわ
ち、一方で、臨床研究とヒト由来物質を用いた研究を同一の枠組で規制
を行うことは、不必要に厳しい規制によって研究を阻害すること、また
例外を設けようとすれば、臨床研究において問題となる基本的人権（「人
間の尊厳」
「身体の自律性」
等）
の価値のディスカウントにつながるとし、
ヒト由来物質の規制は、その固有の性質に配慮して、臨床研究とは異な
る枠組みで行うべきできであるとの要請（すなわち、ヒト由来物質の取
扱いの緩和への要請）があり105、しかし他方で、ヒト由来物質は、人体
から分離され、保存された後、使用されるため、人体それ自体よりも「物」
として扱われやすく、また転々流通することにより提供者のコントロー
ルが及びにくいという特性から生じる要請（すなわち、ヒト由来物質の
手厚い保護への要請）がある106。このような相対立する要請をいかに調
和していくかが今日大きな課題となっている。
（２）ヒト由来物質から派生する利益の帰属問題
（ⅰ）はじめに
ところで、民法学では、これまで身体やその部位（ヒト由来物質）の
法的性質（それらが所有権の客体になりうるか〔具体的には、民法85条
──生命倫理法制上最も優先されるべき基礎法として」臨床評価30巻２＝３号
（2003）369頁、371頁以下。また、ヘルシンキ宣言の2000年改正では、
「人を対
象とする医学研究のうちには、個人を特定しうるヒト由来試料あるいは個人を
特定し得るデータに関する研究も含まれる」
（１条）と規定された。もっとも、
これは従来の取扱いを確認したにとどまるとされる（この点は、唄孝一＝宇
都木伸＝佐藤雄一郎「ヒト由来物質の医学研究利用に関する問題（上）
」ジュリ
1193号〔2001〕38-9頁参照）
。
105

町野朔ほか「バイオバンク事業の推進に向けた法的・倫理的課題の検討─

─ヒト由来試料利用の正当化に向けて」町野朔＝辰井聡子編『ヒト由来試料の
研究利用』
（上智大学出版、2009）21頁。
106

宇都木・前掲注（101）123頁。また寺沢知子「医的資源としての人体の『提

供』の法的意味──民法の視点から見るわが国の問題状況」摂南法学29号（2003）
48頁、岩志和一郎「ヒト由来物質を巡る法的課題──わが国の議論」企業と法
創造第６巻３号（2010）119頁も参照。
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の「物」に当たるか否か〕
）を中心に議論がなされてきたこと、そしてそ
こでは、ヒト由来物質を所有権の客体とする見解（所有権構成）107と人
格権の客体とする見解（人格権構成）108が対立してきたことは周知の通
りである109。
もっとも、これらの議論は、ヒト由来物質の商品化をどのようにコン
トロールするかという点を中心に論じられているにとどまり、現実に商
品化された後に生じる諸問題（特に、金銭的利益の帰属の問題）につい
ては十分に検討がなされてきたとは言えない。しかし、近年のバイオテ
クノロジーの発展は、ヒト由来物質を研究利用として用いることにより
多くの金銭的利益を引き出すことを可能にし、それによってもたらされ
る利益の帰属をめぐる争いをもたらしている110。とりわけ、アメリカで
107

たとえば、我妻栄『新訂民法総則（民法講義Ⅰ）
』
（岩波書店、1965）202頁以

下、米倉明『民法講義 総則（１）──私権・私人・物』
（有斐閣、1984）241頁
以下、幾代通『民法総則（第２版）
』
（青林書院新社、1984）157頁以下、河上正
二『民法総則講義』
（日本評論社、2007）207頁以下など。
108

たとえば、唄孝一「人工生殖の比較法的研究──総括まとめ２

医事法の

側面から」比較法研究53号（1991）109頁、吉田・前掲書注（91）337頁以下、東
海林邦彦「民事法学の視点から──民事法的視点から見た人間の身体・生命と
先端生命科学・技術」北法55巻２号（2004）142頁、神坂亮一「人由来物質の法
的性格付けに関する一試論──レイディン教授の property 理論を導きの糸と
して」東海法学32号（2004）１頁など。
109

人体の法的地位についての近年の研究として、吉田克己「身体の法的地位

（１）
（２・完）
」民商149巻１号１頁、２号１頁（2014）と櫛橋明香「人体の処分
の法的枠組み（１）～（８・完）
」法協131巻４号１頁、５号94頁、６号89頁、８
号111頁、９号143頁、10号72頁、11号１頁、12号100頁（2014）がある。もっとも、
これらの研究は主としてフランス法を対象とするものであり、彼地では本稿が
問題とする利益吐き出しの問題は、生じていないようである（ただし、吉田は、
Moore 事件に言及したうえで、ヒト由来物質の無断利用の問題にも言及する。
この点については、後掲注（118）を参照されたい）
。
110

佐藤雄一郎「人由来物質の利用」甲斐克則編『レクチャー生命倫理と法』
（法

律文化社、2010）185頁。こうした問題が生じる背景には、研究者はその組織
の特許化を通じて権利を取得するのに対し、提供者は身体の no-property ルー
ル（後述）の帰結として、その組織・細胞に対して権利を有さず、不均衡な状
況が認識されるようになったことがある（この点は、佐藤雄一郎「人体の一部
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は、医学研究の場面において、治療の際に患者から採取された細胞の特
異性を発見した医師や研究者（およびそれらの所属機関）が、患者に無
断でその組織・細胞から細胞株を開発し、特許出願および商業化するこ
とにより、莫大な利益を上げるという事態が生じたことから、そうした
問題が顕在化している。
わが国では、こうした問題は現在のところ顕在化していないものの、
近時、研究成果に関する政策転換──すなわち、国費投入による研究成
果の私有化の承認（1999年の産業活力再生特別措置法30条）──があっ
たことを踏まえると、今後アメリカと同様の問題が起り得ることが予測
される111。しかし、わが国では、こうした問題は、これまで認識されつ
112
、医学研究の社会的有益性（たと
つも（十分な検討を加えることなく）

えば、新たな製薬開発など）などを考慮して、一般に研究者やその所属
機関の得た利益の一部または全部を吐き出させることに否定的ないし消
極的であった（たとえば、丸山、吉田、岩志など）
。この点につき、以
下では、若干立ち入って各見解を紹介し、批判的に検討を加えることと
する。
（ⅱ）利益吐き出し消極論の概要と問題点
の法的性質と本人の権利──いわゆる『ヒト由来試料』をめぐって」私法71号
〔2009〕237頁でも既に指摘されている）
。
111

この点は、三瀬朋子『医学と利益相反──アメリカから学ぶ』
（弘文堂、

2007）第２章参照。
112

この問題は、アメリカの Moore 事件（第１章で詳述する）の登場以後、わ

が国でも認識されるようになったようである。この問題に言及する邦語文献と
して、たとえば、丸山英二「人体を材料とするバイオテクノロジーと法」法セ
438号（1991）10頁、岩志和一郎「ヒト由来物質を巡る法的課題──わが国の議
論」企業と法創造第６巻３号（2010）116頁などがある。また、ヨッヘン・タウ
ピッツ（一木孝之訳）
「原材料としての人間：その利益はだれのものか？──利
得と損害の狭間に位置する人体細胞の利用について」比較法学34巻１号（2000）
173頁（タウピッツ①）
、同（高嶌英弘訳）
「人間の身体に由来する物質の利用に
関する民事上の諸問題」民商130巻４＝５号（2004）
（川角由和ほか編『ヨーロッ
パ私法の展開と課題』
〔日本評論社、2008〕所収）
（タウピッツ②）でも言及され
ている。
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まず丸山英二は、次のように述べる113。すなわち、
「収益に結び付く細
胞・組織はごく僅かであり、また収益性が判明するまではかなりの時間
がかかること、および研究には多数の細胞系が用いられることが多いこ
となどから、収益をもたらした細胞・組織の提供者に対して利益配分を
正しく行うためには、研究者が提供者についての正確な記録を作成・保
存することが必要で、そのための費用は提供者に還元される利益をはる
かに凌ぐものと予測される、というのを聞くと、実際的な解決の難しさ
を感じざるを得ない」と。要するに、丸山は、ヒト由来物質の無断利用
による利益吐き出しを研究現場の政策的・実務的要請を理由に否定して
いるといえよう。確かに、医学研究の社会的重要性を踏まえると、こう
した政策的・実務的な視点は重要である。しかし、その面を強調するば
かりに、ヒト由来物質とその由来者との結びつきが残されていることが
閑却・周縁化されているのも事実である。もちろん、結論として物質提
供者への利益帰属が否定されるかもしれないが、提供者も取り入れる形
で結論を出すべきではなかろうか。
「情報に関する排
次に、吉田邦彦は、次のように述べる114。すなわち、
他的支配をどこまで認め、どこからをコモンズないし、パブリック・ド
メイン〔公共領域〕にして、研究推進のインセンティブを与えるかに関
わる知的所有権法上の問題がここにはある。利益分配上の不均衡にかん
がみると、素材提供者の利益請求もわからなくないが、その論理に難が
なくもなく、特許システムの制度的問題が背後に控えるといえるであろ
う」と。すなわち、吉田によれば、利益吐き出しを否定する根拠は、第
１に、ヒト由来物質というものは、本来、公において自由に利用すべき
もの（公共財）であること、そして第２に、──吉田もヒト由来物質の
無断利用問題において生じる「利益分配上の不均衡」という問題がある
ことを十分に認識しつつも──、提供者への利益帰属を根拠付けること
が困難である点に求められる。しかし第１の点（ヒト由来物質＝情報と
解する点）については、確かに、医学研究の場面においてヒト由来物質
113

丸山・前掲注（112）11頁。

114

吉田邦彦ほか「物権的請求権と占有訴権」鎌田薫ほか編『民事法Ⅰ

総則・

物権（第２版）
』
（日本評論社、2010）232頁（吉田執筆）
。
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を情報と解する見解は英米においても見られるが、他方で、ヒト由来物
質を人格的所有物（後述）と性質決定し、その特殊性を強調する見解も
彼地ではみられるところである。仮に結論としてそうした取扱いができ
ないとしても、その論証がなされずに、ただちに「情報」であるとして
切りすてられるべきではないのではなかろうか115。また第２の点（提供
者への利益帰属の根拠付けのが困難性）については、確かにそのとおり
であるが、それは従来の利益吐き出しの根拠論（制裁・抑止説）を前提
とするものだからであり、人格的所有物の性格を踏まえつつ、新たな根
拠付けを試みることこそ志向されるべきではなかろうか。
「研究者が身
最後に、岩志和一郎は、次のように述べる116。すなわち、
体物質の研究から新たに財産的価値を生みだしたような場合に、原帰属
者がその財産的利益までを損害として主張できるかどうかは疑わしい。
提供された身体物質と原帰属者は人格的利益においてのみつながってい
るのであり、賠償の範囲は人格権侵害の範囲にとどまると解するのが相
当である」と。この点、岩志によれば、ヒト由来物質とその由来者は完
全に切断されないという人格的所有物の特殊性が──暗黙裡に──認識
されているといえ、
本稿の立場からは肯定的に評価されるべきであろう。
もっとも、ヒト由来物質が無断で利用された場合の具体的な救済手段に
ついては、
「人格権侵害の範囲にとどまると解するのが相当」と述べる
にとどまる。これは、おそらく人格権侵害による損害賠償としては慰謝
料にとどまるという趣旨であろう。しかし、人格的なつながりがあるモ
ノが侵害された場合の金銭救済は慰謝料にとどまるべきとするのは、現
在の理解を所与の前提としており、ヒト由来物質に特殊性を与えるので
あれば、人格的所有物に即した新たな救済方法こそ構築されるべきなの
ではなかろうか。
以上の考察を踏まえると、利益吐き出し消極論の根拠としては、①医
学研究の政策的・実務的要請、②ヒト由来物質の性質（情報）、③提供

115

なお、吉田も、精子や卵子それ自体の返還請求が問題となる場面では、人

格的所有物としての取扱いを認めているものの、医学研究での利用の場面では
「情報」の利用の問題になると述べる（吉田・前掲注（114）226頁以下）
。
116

岩志・前掲注（112）120頁。
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者への利益帰属の概拠づけの困難性、④人格権侵害による金銭救済は慰
謝料にとどまるとの理解が挙げられる。しかし、いずれも検討の余地が
残されているといえよう。
（３）小括
このように、従来の利益吐き出しの否定的見解は、患者など被験者の
利益を犠牲にして自らの金銭的利益を追求する誘因を研究者に与えるの
みならず、細胞株のようなヒト由来物質が単なる物とは異なることをほ
とんど考慮していない117。ヒト由来物質によってもたらされる利益につ
いては、ヒト由来物質の法的性質を踏まえた上で、他の利益とは異なる
慎重な扱いが必要となる。この点にこそ、本稿が利益吐き出しの理論的
根拠を検討する素材として、この問題を取り上げた理由がある118。
以上のようなヒト由来物質をめぐる議論状況を前提としたうえで、本
稿はこれらの無断利用による利益帰属の問題を考察することにより、本
稿の２つの課題──①利益吐き出しの実質的根拠と②利益吐き出しの根
拠論の多元化・類型化──を明らかにしていきたい。こうした考察は、
117

ヒト由来物質の性質については、神坂・前掲注（108）１頁以下のほか、米

村滋人「医学研究における被験者意思と倫理委員会──生体試料提供の諸問題
に着目して」ジュリ1339号（2007）11頁以下、岩志・前掲注（112）116頁以下、
西希代子「ヒト組織の医学的利用に関する法的・倫理的諸問題：民事法学の立
場から──ヒト組織提供行為の私法的性質を中心として」慶應法学29号（2014）
43頁以下なども参照。
118

もっとも、こうした消極的理解に対し、吉田克己は、
「一方で、たしかに新

薬開発の必要性や医学の進歩は重要な要請であって、身体組織について患者の
無制限な権利を認めるのには慎重であってよい。しかし、医師が本人に無断で
その商業的利用を認められるというのは不当といわなければならない。少な
くとも同意は必要だろうし、同意を得ずに利用する場合には、一定の対価を損
害賠償の形で払うことも要請されよう。無断利用のインセンティブを抑制する
ために、通常よりも高額の対価支払いを命じることも考えられる。ただし、差
止めについては、社会的有用性を考慮して制限的に考える。そのような方向に
適切な法的構成を考えることが重要である。
」と述べ（吉田（克）
・前掲注（109）
18頁）
、よりヒト由来物質の由来者の保護に積極的な立場を示しており、注目
される。もっとも、利益吐き出しまで認める趣旨かは不明である。
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少なくとも、従来知的所有権侵害の議論が人格権侵害にも類推されてき
たため、後者の側の特殊性を踏まえた検討がなされていないことを踏ま
えると、従来の議論を批判的に見直すうえで有益であると考える。
第３節

分析方法および叙述の構成

（１）分析方法
本稿は、以上の検討に際して、比較法的手法を用いることとし、具体
的には、英米法119を取り上げる120。その理由としては、以下の３点が挙
げられる。
第１は、英米法における利益吐き出しの考察がわが国ではいまだ不十
分であるという点に求められる。すなわち、わが国における利益吐き出
しをめぐる議論は、従来、主としてドイツ法に関する議論（たとえば、
準事務管理をめぐる議論や人格権侵害が問題となったモナコ王女事件に
関する議論など）が比較対象とされてきた。これに対し、英米法におけ
る利益吐き出しをめぐる議論は、──懲罰的損害賠償に関する議論の豊
富さとは対照的に──、一部の領域（具体的には、信認義務違反など）
を除き、十分には先行研究において紹介および検討されておらず、その
全体像が明らかにされていないままであり121、また考察も一部の領域に

119

比較法としての英米法研究の意義については、松本恒雄「民法学における

アメリア法研究の位相」法時56巻１号（1984）32頁以下、同「日本の民法学にお
ける英米法研究」民商131巻６号（2005）１頁以下、吉田邦彦「アメリカ法学か
らみた日本民法のアイデンティティ──M・スミス教授報告へのコメント」同
『都市居住・災害復興・戦後補償と批判的『法の支配』
（有斐閣、2011）331頁以
下（初出、民商135巻４＝５号〔2007〕
）など参照。
120

ただし、コモン・ローの原状回復法の発展の特殊性に起因して、必要な限

りで、他のコモン・ロー諸国（オーストラリア、カナダなど）の議論（とくに、
学説のそれ）についても取り上げることとする。
121

近時のものとして、櫻井博子「アメリカ法における違法に取得した利益に

対する責任──第三次原状回復・不当利得法リステイトメントを中心に」都法
56巻１号（2015）737頁がある。もっとも、そこでは本稿のような利益吐き出し
の多元的な根拠付けは試みられていない。
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限定されており、領域横断的な考察は不十分である。とりわけ、英米法
は、比較法的な観点からみると、大陸法よりも利益吐き出しを広く認め
る立場を採用しており、利益吐き出しをめぐって多くの議論の蓄積がみ
られ（具体的には、どのような場面で利益吐き出しが認められるか。ま
た認める場合には、その根拠は何か。さらに、どのような要件・効果の
下で認めるか）、これらを検討することは、わが国の議論にも示唆とな
るであろう。
第 ２ は、── 第 １ の 議 論 の 主 領 域 で あ る── 英 米 原 状 回 復 法
（restitution law）に関する議論が近年豊富に蓄積されている点に求めら
れる。従来、英米法では、原状回復法──わが国の不当利得法および事
務管理法に相当する──に対する関心が弱く、ドイツ法と比較すると、
また英米の他の法領域（たとえば、
契約法や不法行為法）と比較すると、
原状回復法研究は周縁化されてきた122。しかし、──ヨーロッパ法の統
一という背景事情もあったためか123──近時（とりわけ、1980年代以降）
イギリス法における原状回復法研究は大きく進歩しており124、利益吐き

122

もっとも、
そのような状況下において、
わが国において英米の原状回復法（と

りわけ、第１次原状回復リステイトメントを中心とする議論）の紹介および検
討を加えた先行研究としては、谷口・前掲書注（21）や松坂佐一『英米法にお
ける不当利得』
（有斐閣、1976）がある。とりわけ、前者は、
「英米法を通じて
ドイツ法の影響を相対化させようとした」と評されている（藤原正則「谷口知
平『不当利得の研究』
」加藤雅信編『民法学説百年史』
〔三省堂、1999〕539頁）
。
しかし、英米のこの領域の進展は、これらの業績の公刊以後著しく進展してお
り、補充していくことが必要であると思われる。
123

ヨーロッパ法統一と不当利得法との関連については、さしあたり、ライン

ハルト・ツィンマーマン（油納健一ほか訳）
「ヨーロッパ不当利得法──序論」
民商140巻４＝５号（2009）28頁、
ヤン・M・スミッツ「不当利得に関するヨーロッ
パ法？──共通参照枠草案における原状回復法の批判的考察」民商140巻４＝
５号（2009）70頁、瀧久範＝松岡久和「ツィンマーマン教授との研究会におけ
る議論の概要」民商140巻４＝５号（2009）87頁など参照。
124

この点、近時のイギリス原状回復法の進展は、ある比較法学者の言葉を

借りれば、
「ドイツ法が不当利得法の発展に100年かかったことを、イギリス
法は10年でやり遂げた」と言わしめる状況である（Gerhard Dannemann, The
German Law
［75］
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出しについても豊富な議論（比較法研究を含む）の蓄積がみられる。ま
たアメリカ法においても、──イギリスと比較するとその関心はいまだ
低いものの──近年、第三次原状回復回復法・不当利得リステイトメン
ト（草案は、Andrew Kull が担当。2001年に第１草案が制定され、その
後、2011年に正式に承認された）125が制定され、その過程で多数の議論
がなされており126、また本稿も注目する従来の議論とは異なる新たな利
益吐き出しの根拠を提示する原状回復法の理論研究（Hanoch Dagan）も
登場し、英米法圏内において注目を集めている（とりわけ、Dagan の研

Introduction (Oxford U. P., 2009) 4）
。なお、90年代以後のイギリス法のこの領
域の発展については、さしあたり、齋藤彰「連合王国における不当利得論争に
ついて」関法46巻４＝５＝６号（1997）121頁以下を参照。
125

第三次原状回復法・不当利得法リステイトメントについての邦語文献と

しては、笹川明道「米国での『第三次原状回復・不当利得リステイトメン
ト』の刊行について」神戸学院法学42巻３＝４号（2013）323頁以下が詳し
い。なお、第２次原状回復リステイトメントについては、1980年中頃に制
定の動きがあったが、二つの草案が公表されるにとどまった（Restatement
(Second)
of

of

Restitution (Tentative Draft No.1, 1983)；Restatement (Second)

Restitution (Tentative Draft No.2, 1984). なお、この点については Chaim

Saiman, Restating Restitution: A Case of Contemporary Common Law
。その意味で、実質
Conceptualism, 52 Vill L. Rev. 487, 489 nn.6 (2007) を参照）
的には第二次原状回復リステイトメントというべきであろう（平田健治「アメ
リカ回復法リステイトメント（第三次）
（2011）──事務管理及び支出利得型の
比較法的定位」同『事務管理の構造・機能を考える』
〔大阪大学出版会、2017〕
209頁参照〔初出、阪大法学64巻３＝４号（2014）
〕
）
。
126

第三次原状回復リステイトメント刊行後、二つのシンポジウムが開催され

ている。１つは、2011年２月25日にワシントン・アンド・リー大学ロー・スクー
ルにおいて、
「原状回復法の初公開：
（第３次）原状回復・不当利得リステイ
トメント」
（Restitution Rollout: Restatement (Third) of Restitution and Unjust
Enrichment）というテーマで行われた（その成果は、68 (3) Washington & Lee
。もう１つは、2011年９月16日・17日
L. Rev. 865 (2011) に収録されている）
に、ボストン大学ロー・スクールで「原状回復・不当利得に関する検討会」
（A
Conference on Restitution and Unjust Enrichment）
というテーマで行われた
（そ
。
の成果は、92 (3) Boston University L. Rev. 865 (2012) に収録されている）
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究は、本稿の構想に大きな示唆を与えてくれた）127。このように、英米に
おける原状回復法の研究は進展しており、彼地の議論状況は、わが国で
従来想定されていたよりも大きく進展していると考えられ、利益吐き出
しについて論じるのであれば、これらを無視することはできないといえ
よう。
第３は、とりわけアメリカ法では、ヒト由来物質の無断利用をめぐる
議論が豊富であるという点に求められる。敷衍すると、①アメリカでは、
科学研究成果による商品製造の積極化に向けた政策変更（具体的には、
1980年バイ・ドール法〔国費による研究成果の研究者ないし大学による
私有化の承認〕の制定）および製薬会社の急成長に伴う医学研究への需
要の増加を背景に、医師が自らの利益追求に走ることにより、被験者た
る患者の組織・細胞を無断で利用するという問題が顕在化している点
（1990年の Moore v. Regents of the University of California 事件がその
代表例である）、②①を契機にアメリカの学説は、利益の吐き出しによ
る保護も含めて人体の取扱いに関して積極的に論じており、多くの議論
の蓄積があることが挙げられる。
（２）叙述の構成
本稿は、以下の順序に従って検討を進める。
第１に、ヒト由来物質の無断利用による利益の帰属問題が顕在化した
アメリカ法の状況について概観する（第１章）。ここでは、ヒト由来物
質の無断利用の文脈でも物質提供者への利益の帰属の根拠付けが問題と
なっていることが明らかとなるであろう。
第２に、利益吐き出しの理論的根拠として伝統的に説かれてきたもの
を英米の判例法から抽出し、個々の理論的根拠を説明したうえで、批判
的に検討を加える（第２章）
。ここでは、英米の判例は、文脈によって
利益吐き出しの根拠を使い分けており、多元的な立場が採られているこ
とが明らかとなるであろう。
127

たとえば、Katrina M. Wyman, Is Formalism Inevitable?, 57 U. T. L.J. 685

(2007)；Emily Sherwin, Rule-Oriented Realism, 103 Mich. L. Rev. 1578 (2005)
など。
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第３に、伝統的な立場とは全く異なる観点から、利益吐き出しの根拠
付けを試みる近時のアメリカ法学の有力学説（Hanoch Dagan）を取り
上げ、その紹介と検討を加える（第３章）
。ここでは、従来の理論的根
拠とは異なる利益吐き出しの理論的根拠──本稿のタイトルである「原
状回復救済」としての利益吐き出し──が示されることになろうであろ
う。
第４に、英米法における利益吐き出しの要件論および効果論を検討す
る（第４章）
。ここでは、従来の英米の議論では必ずしも理論的根拠と
一貫した形で要件および効果が検討されていたわけではないこと、そし
て本稿の立場からは、利益吐き出しの理論的根拠を踏まえた上で、要件
および効果が再構成されることになるであろう。
第５に、以上の比較法考察を踏まえたうえで、本稿の立場から、わが
国の従来の利益吐き出しをめぐる議論を再検討することを試みる（第５
章）。
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憲法判例における事情変更
マチュー・ディザン
岡田 信弘 （監訳）
河嶋 春菜 （訳）
要旨
法律の憲法適合性は時とともに展開していくため、フランス憲法院は起こり
うる事情の変化を考慮する役割を負うよう指名されている。本稿では、導入か
ら10年を経た憲法適合性の優先問題（QPC）について総括を行う。QPC の概念
は、恒常的に構築作業を必要とする概念であり、運用の過程でますます精緻な
理解がなされている。本稿では、とくに事情変更を、その二つの訴訟上の特徴
から取り上げたい。すなわち、憲法裁判官への申立可能性と法律の憲法適合性
の評価における特徴である。時の経過にしたがい、ある法律が当初は違憲でな
かったのに違憲になることがある一方、ある時に違憲であった法律規定がそう
ではなくなる場合もある。このような変更によって、違憲の疑いのある法律規
定を、それより後に制定された法律規定と比較対照することや、新たに生じた
文脈に照らして検討することができる。これは豊かな可能性を秘めた訴訟技術
であるといえよう。本稿は、事情変更を評価することによって憲法裁判官と時
間との関係に関するいくつもの側面が露わになることを指摘する。事情変更は
とりわけ憲法裁判官の機能の（再）定義を行うに当たり、重要な争点となるの
である。

［ ］内は訳者による補注
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１．フランスにおける法律の合憲性審査
法律の違憲審査制度がフランスに導入されたのは遅く、1958年に憲法院とと
もに創設された。当初は、憲法適合性審査は法律の公布前にのみ行われていた
が（事前審査）
、2008年７月の憲法改正で施行後の法律に対する憲法適合性審
査が導入されたことによって（事後審査）、法律の憲法適合性審査として事前
審査に事後審査が加わることとなった。事後審査は「憲法適合性審査の優先問
題（Question prioritaire de constitutionnalité）」
（以下、
「QPC」とする。
）と呼
ばれる。
QPC は2010年３月から実施されている。比較法的にみると、QPC にはいく
つかの特徴がある。本稿末に示す参考資料で QPC の主な法源と機能態様を理
解できよう1。憲法院（これはコンセイユ・デタと破毀院の上級裁判所たる最高
裁判所ではない）による QPC 審査が行われるかどうかは、二重のフィルター
機能を果たす普通裁判官による移送審査を通過できるかどうかにかかってい
る。すなわち、第一のフィルターは訴訟の提起を受けた第一審裁判所であり、
第二のフィルターは、訴訟管轄によって異なるものの、コンセイユ・デタ又は
破毀院のいずれかである。
QPC が憲法院に移送されるには、憲法付属法律〔組織法律とも訳される〕で
明示されている３つの受理要件のすべてを満たさなければならない。
すなわち、
まず、争われている規定が当該訴訟手続に適用されるものであること、次に、
当該規定が憲法院によって既に憲法適合性を宣言されていないこと（
「既判」
ルールと呼ばれる。）、そして、提起された憲法問題が重大な性格を有するか新
規性を呈することである。重大性と新規性の要件は、第一のフィルターよりも
第二のフィルターの段階で厳格に審査される。
事前審査と事後審査との関係は、フランス法体系において重要な問題である
が、違憲審査制度の全体的なバランスの問題でもある。この点、QPC の受理
要件のうち２つ目の要件である「既判」ルールは、２つの意味でこの問題に応
答していると考えられる。というのも、「既判」ルールは、一方で憲法院判決
の既判力に関する原則を再確認し、他方で「事情変更」の場合に関する例外を
1

より詳細な分析については、以下を参照。M. Disant, Droit de la question

prioritaire de constitutionnalité, Lamy, Axe droit, 2011.
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おいているのである。「既判」ルールは憲法判例に時間の経過を考慮する新た
な手段を取り入れたといえよう。

２．憲法院判例における時間の理解に関する一般的な問題
時間は、途方もない研究領域であると考えられており、それに関心を寄せる
あらゆる法律家同様、裁判官にとっても、基礎的な概念であるとともに難解な
概念でもある。時間に対するいかなるアプローチも認識論上の大きな困難にぶ
つかることになる。すなわち、解決不可能な矛盾にぶつかるのであり、
それは、
既にアウグスティヌスによって示されてきたように、言葉が実際にはいかに元
来企図された事柄を言い表さないか、そして、科学がいかに概念の真の完全性
（intégrité）を悟るには無力であるか、というアポリアに遭遇するのである。
確かに、時間は計ることはできるが、定義不可能であり、言葉では説明不可能
であり、知覚不可能であり、やがて消滅するものである（マルセル・コンシュ
の美しい一言によれば、「時間は否定されるものでしかない」）。したがって、
時間という概念が関心を惹いてやまないからこそ、本稿では、通常の検討対象
であれば行うべきことではあるが、時間の概念そのものの考察には取り組まな
い。時間の観念そのものが「存在論的身震い」2と感じられるほどに、アポリア
であるからである。
では時間は、いかにして憲法院を、その役割の遂行において身震いさせるこ
とができるであろうか。この嘲弄されてしまいそうなテーマこそが、
ある意味、
本稿の検討主題である。
筆者に法（判例）と時間との関係に関する（新しい）高尚な読み方を打ち立て
ようなどという意欲は全くない。法律家は常にこの関係性に悩まされてきたの
である。この関係性を理解できるかどうかは、一般的には、法が捉えていると
される現象に関してどれ程の知見を得られるかどうかにかかっている。一方、
個々の場面では、絶えず繰り返される裁判処理システムにおいて、裁判官の意
識の中で時間がいかに計られるのかを同定することは、非常に難しい。憲法裁
判官にとって時間が大きな問題となる理由は、仮定的に述べれば、憲法裁判官
2

エティエンヌ・クラインの明晰な解説書（Dictionnaire d’Histoire et philosophie

des sciences, PUF, p. 925）に記された言葉による。
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の介入が法律の短い時間的スパンと憲法の長い時間的スパンとの対照を通じて
形になっていくからであろう。フランスの経験によれば、法律の時間はますま
す短くなるのに対して、憲法の時間も徐々に長くはなくなってきている。法に
・・・
・
おける時間と法の時間を理解することは、非常に大きく、捉えどころのない挑
戦である。というのも、ダニエル・グットマンが強調するように、「時間は邪
悪な補助者である。なぜなら、時間は法律家による法的営為作業を手伝う一方、
もろい法的営為物を打ち壊してしまうからである」3。
本稿には、憲法院判決による時間の評価のすべての側面を理解しようなどと
いう意欲もない。検討対象のパレットを広げすぎてしまうことになるからであ
る。検討対象の広範性は、実質においては、法律の遡及性を枠づけたり、旧法
の存続に向けてはたらく権利が不在であっても「かつての時間」を延命させる
ために正当な期待（attentes légitimes）
［ないし、期待可能性］を擁護したりす
ることのみを意味するわけではない。あらゆる憲法院判例は、時間に関するあ
る種の解釈［lecture］を、少なくとも立法者によって提示された理解を映し出
すかたちで示しているが、その解釈には、社会に連動した判例の発展物語が刻
まれているとともに、憲法院判例がテンポをつけている。憲法院は、時間の裁
判官であるとは言えないが、その時代という時間における裁判官である。
法
（律）
が時間性に食傷されている以上、憲法院は少なくとも、時代性を考慮する必要
にかられているのである。
時間のヒューリスティックな有効性を取り上げることはしないが、憲法訴訟
において、時間の着想はいたるところにある。時間への配慮を前提とするよう
な憲法院の争訟関与の態様やそれに潜在的に呼応するような憲法適合性統制の
技術は非常に多い。実際、実定法上の規則には時間を直接的な対象とするもの
があり、例えば、判決の中で憲法院が統制又は創設する規範（les normes）の
効力の発生に時間的調整を行う場合である［（いわゆる、将来効判決の場合）
］
。
また、憲法裁判手続の判決期限を厳格に定める規定によって、ことのほか憲法
院に時間的制約が重く課されており4、このことよって憲法院による審査が束縛

3

D. Gutmann « Temps » in Dictionnqire de la culture juridique, PUF, p. 1470.

また、F. Ost の注釈も参照。F. Ost, not. « Temporalité juridique » in Dictionnaire
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, p. 607.
4

憲法院は、憲法適合性の事前審査においては１カ月間、事後審査（QPC）にお
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されると同時に陶冶されているといえる。
本稿が時間について考察することによって明確にしたいことは、いまや憲法
訴訟の枠組が十分に形成されてきており、憲法院によって時間がいかに考慮さ
れているかを観察することができるということ、そして、憲法院が乗り越える
べき運用上の諸障害を指摘することができることである。事情変更の法理に
よって、ある程度、法は個別訴訟という瞬間の連続を持続的な期間として表す
という実力行使に成功している。換言すれば、［普遍的な定式により計られう
る］物理的な時間とは対照的に、ここでいう法の時間は一定して流れゆくので
はなく、また、その一貫性は相対的なものでしかないため、常に（再）構成さ
れているのである。
このような時間の再構成は、時間の二元的類型論を支えにしている。時間の
二元的類型とは、直線的時間観と円環的時間観、すなわち直線と円環を区別す
る類型であり、より凡庸な言い方をすれば、瞬間と進展とを区別する類型であ
る。前者は、定点的位置づけを示し、後者は、時間の流れの中で（法の）世界
に作用する力として受け取られる出来事の連続を示す。法においては、天文学
で言われるような時間の尺度は存在しないにもかかわらず、憲法裁判官は時間
・・
の流れに伴う変化（changement）を考慮するよう名指しされている。憲法適合
性はそもそも進展していくものであるため、憲法院による時間に関する訴訟上
の判断は、抑制的に使われているもののますます多彩になっている概念、すな
・・・・
わち事情変更の評価に収斂しているのである。
時間の経過によって、法律が違憲になることや、この点は最近の判例で決着
がついたのであるが5、ある時点では違憲な法律が後に違憲ではなくなる場合も

いては３カ月間以内に判決しなければならない。
5

Cons const., n°2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016. 本判決について、

拙評、in Constitutions, Dalloz, 2016, n°2［本 QPC について、筆者が本稿で着目
する点は以下の点であろう。本判決で違憲性が問われたのは、違法取引に対す
るサンクションに関する通貨金融法典 L. 621-15条であり、同条は2006年12月30
日法律、2009年５月12日法律、及び2010年１月21日法律で順次改正されてきた
経 緯 が あ る。 同 条 に つ い て、 憲 法 院 は2015年 ３ 月18日 の QPC 判 決 第2014453/454号及び同2015-462号において違憲と判断し、同条の廃止日を2016年９月
１日としていた。2016年１月14日の本判決では、2006年法律版の同条の規定内
容が、同条が2015年判決で違憲とされた2008年８月４日版と同一（identique）
［83］
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ある。
すなわち、憲法判決の既判力でさえ不変ではない、ということである。時間
は、事情の明確に特徴づけられた変化（un changement caractérisé）を理由に、
既判力の効果の一部を排除する性質を有する。かような変化によって、違憲の
疑いのある法律規定を、後法と比較対照することや、新たに生じた文脈に照ら
して検討することができる。
事情変更は、通常法律6、組織法律［憲法付属法律とも訳される］7、又は議院規
則8のいずれかの規定に関して、一般的には（職権による必要性に基づく9）再審
査を説明する要因となるか、そうでないとすればそれを正当化する要因となる。
憲法適合性の事前審査においては、ことは確実になっており、憲法院判例の進
展に寄与している。顕著な例では、国民議会議員定数を県毎に最低２人に限定
する法律規定について、憲法院は、1986年に合憲と判断したにもかかわらず、
［2009年に］法上の事情変更（le changement des circonstances de droit）と事
実上の事情変更（le changement des circonstances de fait）の双方に依拠して
改めて問題とした10。また、憲法院はかような再審査の際に解釈留保を付す裁
量をも有しており、例えば、従前の判決の中で付された解釈留保が新たな事情
に照らしてもなお適用されるか、あるいは適用されないかを判断することがで

であったにもかかわらず、2006年当時と2008年以降では違法取引に関する過料
設定が異なる点を法上の事情変更とし、2006年法律版の同条については、改め
て憲法適合性を審査し合憲と結論したのである。このことは、同じ法文がある
時点（2006年度版適用当時）では合憲であり、他のある時点（2008年度版適用以
降）では違憲であったことを示している］
。また、同様の結論を黙示的に示した
判決として、参照、Cons const., n°2014-396 QPC du 23 mai 2014.
6

例えば、Cons const., n°2011-625 DC du 10 mars 2011.

7

例えば、Cons const., n°99-410 DC du 15 mars 2009, Loi organique relative à

la Nouvelle Calédonie, cons. 3 et 4 ; n°2004-490 DC du 12 février 2004, Loi
organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 9.
8

近時の例として、Cons const., n°2015-712 DC du 11 juin 2015, cons. 51 et 52.

9

例えば、Cons const., n°2015-712 DC du 11 juin 2015, cons. 51 et 52.

10

Cons. const., n°2008-573 DC du 8 janvier 2009, cons. 23 ; n°2009-590 DC du

22 octobre 2009. Rappr. n°2000-429, Loi tendant à favoriser l’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, cons. 6.
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きる11。
事情変更の機能は、特に事後審査において確立するに至る12。事後審査の枠
組における事情変更は、先に見た通り、法律規定の再審査申立ての受理に関す
る既判ルールの例外を成す根拠とされており、事後審査制度は事前審査の場合
よりも巧みに練り上げられた法制度となっている。ここで QPC の受理可能性
のルールを振り返ってみよう。QPC が、憲法院に移送され違憲審査に付され
るためには、従前の憲法院判決の理由及び主文において既に合憲性を宣言され
ていない法律規定に関する憲法問題でなければならないが、このルールの例外
が、従前の憲法院判決以降に事情変更が生じた場合である。
この意味で、変更の概念は憲法裁判における２つの現実を内包している13。
・・ ・・
２つの現実とは、一方で憲法上の規則そのものが変化・展開するということで
あり、他方で問題となっている法律が制定された法もしくは事実のコンテクス
・・
トが成熟し、それが当該法律規定の効力にまで影響を及ぼしうるということで
ある。そこで、やや策を弄した区分ではあるが、憲法判例から次の３つのタイ
プの変更を導くことができる。

３．憲法上の変化
１つ目に、憲法改正は、事情変更の最も明らかなケースである。このタイプ
の事情変更は、憲法規定の挿入又は修正によって、憲法の列に新たな権利又は
自由が正式に現れる点に特徴がある。例えば、環境憲章がある法律に関するか
つての合憲判決以降に［憲法改正によって憲法前文に明示され］今や憲法を背
に立っていること、2007年２月23日の憲法的法律によって死刑を廃止する憲法
第66-1条が挿入されたこと14、憲法第４条が修正され意見の多元性と政党の機能
を擁護されたこと15、あるいは、憲法25条に国会議員が政府における職務に就

11

Cons. const., n°2015-712 DC du 11 juin 2015, cons. 51 et 52.

12

憲法院に関する1958年11月７日オルドナンス第23-2条第２項。

13

Cons. const., n°2009-595 DC du 3 décembre 2009.

14

C.E., 8 octobre 2010, n°338505.

15

Cons. const. n°2012-233 QPC du 21 février 2012.
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いた場合の代替人選出に関する新たな態様が定められたこと16である。
とはいえ、新しい憲法規定が、憲法訴訟で争われている法律に適用されうる
ものでなければならない。ところが、憲法規定は組織法律の制定をもってのみ
適用される場合や、より広範には、適用の時間的制限の規則に服している場合
がある。新たな憲法規定の即時的適用によって現在進行中の状況を規制するこ
ともできようが、明文で遡及効が認められている場合を除いては、既に形成さ
れた状態を規制することは、適用可能性のルールに従えば許されることではな
い17。さらに、即時に適用可能な新しい憲法規範であっても、現在争われてい
る法律規定の憲法適合性との兼ね合いを完全に失ってしてしまってはならな
い18。
憲法規定ないし憲法原則の解釈という点で憲法院判例が発展しているとする
仮説に、
憲法適合性審査において適用可能な規範
（les normes applicables）
が
［憲
法院の憲法解釈による新しい憲法原則の承認に伴って］展開していることを関
連付けるべきであろうか。そうすべきことに疑いはない。現在争われている法
律規定に関するかつての合憲判断の後に、憲法院がある新しい憲法原則を承認
したことが事情変更を構成することは、早い段階で認められている19。憲法原
・・・・
則の承認が「本質的に申立ての再審査を要する」ような事情変更を構成するか
どうかを、憲法院が正しく見極めることができるという条件において、ではあ
るが20。
この議論の争点は重要である。一方で、事情変更の根拠となるとされるに値
・・
・・
する新たな規範創設と、他方で、既存の憲法規範の「単なる」説明とを区別す
る必要があるのであろうか。創設と既存規範の発展又は説明との間にあるニュ
アンスの違いは、解釈の役割に関する理論的概念からのみ生まれるわけではな
い。このニュアンスの違いを検討することによって、
「判例変更」
、すなわち、
16

Cons. const. n°2014-4909 SEN du 23 janvier 2015.

17

C.E., 20 avril 2011, n°346460, concl. C. Landais ; rappr. n°2011-143 QPC du

30 juin 2011, cons. 8.
18

C.E., 29 juin 2011, n°343170.

19

C.E., 29 juin 2011, n°331113. 本決定は刑罰の個別性の原則に関するものであ

る。
20

Cons. const., n°2010-104 QPC du 17 mars 2011（なお、本文中の強調は筆者

による）
。
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その最も純粋な形態においては、従前の結論とは相対する新しい結論を採用す
ることの評価をめぐり、繰り返し行われている議論の充実を図ることができる。
そもそも、判例変更の概念化について一致した見解はない21。判例変更の本質
的な特徴づけなど、もってのほかである。ある憲法原則を導く憲法規定そのも
ののみならず当該憲法原則の内容と効果が、「変更」を当然のように掲げる憲
法院判決によって本当に変更されたのかどうかを見定めることさえ難しい場合
があるからである。ここではひとまず、判例変更を、裁判官によって憲法原則
の内容と効果に変更がなされるもの、として受け入れておくことが実利的であ
ろう。憲法分野における変更とは、時間［ないし判決］の連続性における［定
点的な］変化というより、時間［ないし判決］の軌道変更なのである。

４．立法上の変化
２つ目に問われる事情変更は、憲法上の参照規範ではなく、審査対象となる
立法上の変化を想定している。
４. １．法上の事情変更
第一に、事情変更は無論、法上の事情変更として認められる場合がある。た
だし、法上の事情変更とは、［憲法規定の変更ではなく］争われている法律規
定そのものの改正22やそれに関連する一般的制度改革23、その適用範囲を拡大す
る改正24、さらには、法律規定内における新たな較量性判断に伴う事情変更の

21

以下の論稿を参照。拙稿、« Les revirements de jurisprudence du juge

constitutionnel », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2006, n°20 ; P. Mouzet,
« Sur les revirements du Conseil constitutionnel », RDP, 2002, n°6, p. 1639. ; E.
Millard, « Le Conseil constitutionnel opère-t-il des revirements de
jurisprudence? », in. B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), L’autorité des décisions
du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2010, p. 89.
22

C.E., 9 juillet 2010, Mahieu, n°339081.

23

C.E., 28 janvier 2011, n°338199（本決定は、選挙活動費に関する規則の変更

について、コンセイユ・デタが選挙訴訟における憲法院解説を間接的に考慮し
たケースである）
。
24

Cons. const., n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017（本判決は身分及び職務
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ことである。例えば、社会保障法典の社会保障給費に関する規定の再審査の必
要性を論証する際、憲法院は、当該規定が参照する別の規定で課税申告所得の
定義が過去に数多くの改正の対象となり、とりわけ納税査定額の拡大を伴う改
正が行われたことを挙げた25。さらに、憲法院が、複数の法律規定の解釈を組
み合わせることによって事情変更を成立させようとする論理に、有効性を認め
た場合もある。このようなケースとして、例えば、共和国検事が婚姻による国
籍の取得に関して異議申立てを行うことができる条件を、憲法院が改めて違憲
審査の俎上にのせた事件において、黙示的に事情変更を認めたケースがある26。
とはいえ、かつての憲法院判決で合憲性を認められていた法律規定に対し、
もたらされる変更の効果が狭小すぎても、強大すぎてもいけない。
まず、法律規定の変更の効果が過小なケースがある。当該変更が、事実上、
争いのある法律規定の原則にも対象にも影響を及ぼさないか27、そもそも改正
そのものが違憲ではない場合には28、過去の合憲判決が改めて問題とされるこ
とはない。また、事情変更が法律改正から導かれるのは、当該改正が争われて
いる法律規定の決定的要素となる場合、すなわち当該法律規定に直接的な影響
を及ぼす場合に限られる29。この点について、コンセイユ・デタが折に触れ「過
去の合憲判決以降になされた法律改正の重要性（l’ampleur）
」30を強調している
ことを指摘しておきたい。
次に、法律規定の変更の効果が過大なケースというのは、憲法院が、過去に
質問に関する事例である）
。
25

Cons. const., n°2015-460 QPC du 26 mars 2015.

26

ただし、破毀院による移送（Cass., Civ. 1, 23 mai 2012, n°648.）により付託さ

れた QPC 判決（Cons. const., n°2012-264 QPC du 13 juillet 2012）において、憲
法院は、結局、原告によって主張された変更が争点となっている法律規定の合
憲性に何ら影響を与えるものではないと判断した。
27

Cons. const., n°2010-44 QPC du 29 septembre 2010.

28

Cons. const., n°2011-117 QPC du 8 avril 2011 ; ただし、これ以前のケースと

して、Cons. const., n°2010-19/27 du 30 juillet 2010.
29

Cons. const., n°2012-233 QPC du 22 février 2012.

30

近時の例として、参照、C.E., 17 mai 2017, n°405792. 本件でコンセイユ・デ

タは、2015年７月23日の憲法院判決2015-713 DC 号以降に、テロとの闘いの枠
組において電話通信事業者のネットワーク上においてリアル・タイムで行われ
る情報収集に関して、法律改正によって生じた事情変更を認めている。
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審査済みの法律規定に大規模な改正が行われた場合に対峙するケースである。
このような場合、憲法院は、なんと事情変更の理論に足を踏み入れることなく、
新たに提起された QPC は、既に合憲性が確定された法律規定とは異なる規定
に関する憲法問題であると考えている31。換言すれば、ある法律がかつての合
憲判決以降に改正されたことによって、既に合憲と判断された（「既判」）と考
えることは、もはやできないと考えられうるのである。これ程大きな変更があ
る場合には、例えば、過去の憲法院判決時に比べて、改正が法律規定に更なる
権利保障をもたらすかどうかといった事情は何の影響力もない32。ここでは、
もはや時間に関する争いではなく、［法律改正の］規模の争いが生じているの
である。
４. ２．事実上の事情変更
第二に、事情変更は、事実状況に応じて起こりうる。事実状況の変更（［事
実上の事情変更］
）を認めることは、憲法適合性統制の確立を促進させるか、
あるいは事情変更の判断基準が主観的になってしまうことに対するかなり幻想
に満ちた恐れを成すかのいずれかであったし、現在でも時に、そうであり続け
ている。
ただし、
［抽象的違憲審査を行う憲法院が］事実状況の変更を認めることに
よって、具体的訴訟の個別的で固有な状況を考慮することには決してならない。
同様に、法律の具体的な適用のあり方を考慮することにもならないのであり、
法律の適用態様のみをもって事情変更を構成することはできない。そうではな
く、事実状況の変化を認めることは、法律の有効性に終止符を打ちうるような
社会経済的背景の進展に配慮することを意味する。事実上の事情変更は、行政
の行為を審査するコンセイユ・デタの有名な Despujol 判例モデルに基づく不
予見理論（théorie de l’imprévision）
［ないし、行政法上の事情変更の法理。行

31

Cons. const., n°2013-359 QPC du 13 décembre 2013. これ以前の判例として、

n°2013-312 QPC du 22 mai 2013, Conditions d’attribution d’une carte de séjour
mention « vie privée et familiale » au conjoint étranger d’un ressortissant
français. また、以下も参照、Cons. const., n°2017-670 QPC du 27 octobre 2017.
32

Cons. const., n°2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Pouvoir de sanction de

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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政契約締結当初には期待できなかった外的な偶発的状況を理由に行政契約の中
止を正当化する（D. Truchet, Droit administratif, 7ème édi., PUF, 2017, p. 292.）
］
の、立法行為への転用以外のなにものでもない。つまり、憲法訴訟でもコンセ
イユ・デタ判例における事情変更の法理と同じ理論が見られ、憲法院は QPC
の受理可能性を判断する際にこの理論を採用しているのである33。事情変更の
法理の利点は、法律規定の妥当性と本質変容に関する憲法院の統制を強化する
潜在性を有する点であろう。ここでいう統制とは、例えば、憲法院が憲法上の
権利又は自由の侵害となりうる基準を調整することであり、行政裁判所におい
ては、地方自治の原則に照らした地方自治体の予算水準の統制が想起される。
一方、事実上の事情変更の不都合な点は、断続的に違憲判決が現れることであ
る。確かに、憲法院は違憲判決で（［立法府に違憲な法律を改正する時間的猶
予を与えることができる点で］
）一見して利便性の高い手段をもつとはいえ、
事実上の事情変更を認めることは、法の予測可能性と法的安定性の面では好ま
しいことではない。
他面において、事実上の事情変更の本質を成す「事実」とは、
［憲法問題の申
・・
立人に関する］純粋な意味での状態ではなく、法的に評価可能な事実である。
したがって、事情変更の認定基準はどのみち厳しく34、慎重で35、さらには生彩
のないものである。というのも、事情変更の認定は、法律規定が制定された時
点で、新しい事実状況を予見することが必然的に不可能であったかどうかに、
完全にかかっているからである。とはいえ、このことをもって、数多くの疑問
が払拭されるわけではない。疑問が生じる１つのケースとして、とりわけ、立

33

C.E., 20 avril 2011, n°346460 ; Cons. const., n°2011-143 QPC du 30 juin 2011.

34

初期の例として、CE., 13 juillet 2013, n°347030. 又はより近時の例として、C.E.,

6 avril 2016, n°396471. 破 毀 院 に つ い て は、Cass. Crim., 19 juin 2012, n°1290022 ; 11 juillet 2012, n°12-81533.
35

移送担当裁判官は、争われている法律規定の「適用困難性」が当該規定の射

程に影響を及ぼすような状況変更を構成すると考えることについては、消極的
である。C.E., 23 juin 2017, n°409581（本件は、原告による司法官職高等評議会
への申立てに関する事例である）
。同じく、コンセイユ・デタは、財務公報に
掲載された行政注釈が法律規定の射程に影響を及ぼさないこと、したがって当
該注釈の公開が事情の変更をもたらすとは見なされないことを明示した。C.E.,
8 décembre 2017, n°411941.
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法者自身が事実状況の変化に法を適合させることを目して、技術的データや科
学的知見の進展に法律の適用態様を適合させる権限を、予め命令権に委任して
いる場合が挙げられよう36。このタイプの命令委任規定は、
［事情変更への考慮
が当該法律規定内に予定されており、施行後の］合憲性がもとより確定してい
る状態にあるといえよう。
４. ３．特異な事例
ここで、法上の事情変更の特異なケースを挙げておこう。2017年７月７日の
QPC 判決第2017-642号において37、憲法院は、
「［従前の合憲判決で付された］解
釈留保の適用範囲の同定が困難であることは、本件においては、対象法律規定
の再審査を行うべき事情変更を構成する」と判断した。本判決は実利的機能主
義に基づいており、また、憲法適合性が一定の規範形態に依拠していることを
示している点で注目すべき判断である。
つまり、憲法院は、批判対象となっている法律規定の解釈の効果に影響を及
ぼす限りにおいて、解釈留保の［内容と射程の］難解性を法上の事情変更とし
て考えることができる、としたのである。租税法律規定の解釈が争点となった
憲法院判決が一例である。本判決のほんの数か月前に、憲法院は当該規定につ
いて解釈留保付合憲判決を出していたが、この従前の合憲判決で解釈留保の対
象となった法律と本件の具体的状況で争われている法律とは同じ法律ではな
かった。換言すれば、数か月前に憲法院が付した解釈留保は、本件 QPC を移
送した行政裁判官に付託された法律とは異なる法律について、その適用方法を
制限する解釈留保であったのである。そこでコンセイユ・デタは次の憲法問題
を移送した。すなわち、原告のおかれた具体的状況に従前に憲法院によって付
された解釈留保を適用することは、たとえ当該解釈留保を付した憲法院判決の
理由を斟酌すれば時宜に叶っていると考えられる場合においても、行われるべ
きではないのか。最終的に、憲法院は判決の主文で新しい解釈留保を付け加え

36

Cass. crim., 11 juillet 2012, n°12-81533. DNA 鑑定による人物照合を目的とす

る生体データの採取に関する法律規定について、憲法適合性の再審査請求が行
われた事案で、当該法律において立法者が科学的知見の進展に対する考慮を予
定している以上、ゲノム技術の発展は状況変更を構成しないと判断された。
37

同じく、以下も参照。Cons. const., n°2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017.
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ながらも従前の解釈留保を改めて示し、本件で争われた法律規定の合憲性を認
めたのである。このように、事情変更に関する最新の事案では、憲法院が付す
解釈留保の具体的な効力が［再審査によって］強化されているといえよう。
しかし、以上のような特異な論理で事情変更が認められるのは、解釈留保の
適用が困難である場合に限られる。すなわち、QPC の対象法律規定とは別の
法律規定に対して付された解釈留保を理由として事情変更を認める事例は、法
律規定の「組合せ（combinaison）」に対する違憲審査や審査された憲法問題に
関するいわゆる「限りにおいて（en tant que）」審査を導くものではない。憲法
院はこれらのタイプの統制を一度も行ったことはないばかりか、明示的に退け
ているからである38。
４. ４．法上の事情変更と事実上の事情変更との区別
法上の事情変更と事実上の事情変更との区別を突き詰めることは、誤りであ
る。
というのも、実際の憲法訴訟においては、これらの２つの事情変更が混合し
ているからである。近時の例を挙げれば、金融市場監査人が一定の通信ネット
ワーク接続記録を取得できる権限に関する法律規定について、2001年の憲法院
判決では合憲性が認められていたにもかかわらず、2017年に破毀院は、技術発
展や捜査領域が法律によって拡大された点、端末機器の所在、憲法院の近時の
判例など、事実状況と法的状況とを両者ともに考慮することによって事情変更
を認めて憲法院に再審査を求め、QPC を移送したのである39。
ここで、憲法院が、法上の事情変更ないし事実上の事情変更について、移送
裁判官（［コンセイユ・デタ及び破毀院］）の評価決定に拘束されない点を想起
したい。憲法院は、移送裁判官が行ったある評価を採用して他を採用しないこ
と、つまり、移送裁判官が行った受理要件の評価を取り入れた上で、それに自
38

近時の例として、参照。Cons. const., n°2017-692 QPC du 16 février 2018.［な

お、
『合憲性の「限りにおいて」審査』とは、憲法院の合憲判決が、憲法院に移
送された諸々の憲法問題のうち、憲法院によって審査された憲法問題に関する
限りにおいて既判力を有するということを意味する。したがって、憲法院が「限
りにおいて」審査を拒否したということは、提起された憲法問題の内容にかか
わらず、憲法院判決に無条件に既判力が認められることを含意している。
］
39

Cass. crim., 16 mai 2017, n°16-25. 415 et 17-40. 030.
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らの評価を加えることによって再審査の正当化に磨きをかけることもできれ
ば、自らの評価のみでそれを置き換えることもできるのである。この点に関し
ては、過熱報道がなされた大統領選挙候補者推薦人規定に関する事件の例を挙
げることができる40。憲法院はまた、様々なタイプの事情変更の論議をひとま
とめに考慮することもできる41。警察留置に関する普通法［
（刑法典規定）
］の審
査42で憲法院が事情変更を認めた例からは、法的に評価可能な諸変更を集約す
る論述が重視されている。本件では、一方で、刑事手続構造が本質的に展開し
警察手続段階の重みが強化されたことに伴い警察留置手続も強化され、よって
警察留置件数が激増したこと（刑事手続における「リアル・タイム」
措置の慣行）
、
他方で、司法警察官の資格を有する国家警察官吏及び国家憲兵のリストを確定
する刑事手続法典第16条に多くの改正がなされたこと（当該資格の付与条件を
緩和した点と、当該資格を有する文官及び武官の数が25,000人から53,000人に
増加した点）が考慮された。このように憲法院は、事情変更の評価において、

40

Cons. const., n°2012-233 QPC du 21 février 2012, rappr. C.E., 2 février 2012,

Mme. Le Pen, n°355137. 本コンセイユ・デタ判決では、政治生活及び国内統治
機構組織に影響を及ぼす変化が認められ、大統領選挙候補者推薦人名簿の公開
規定に関する憲法適合性の再審査請求が受理された。
［なお、1962年11月６日
法律第３条によれば、大統領選挙候補者は少なくとも30県以上から、市町村長、
欧州議会議員、国会議員、地方圏議員、県議会議員から成る500人の推薦人を
集めなければならず、その推薦人名簿は官報で公表される。本規定は1976年６
月18日憲法付属法律第76-528号で改正されているが、当該憲法付属法律は憲法
院の1976年６月14日 DC 判決第76-65号で合憲性を認められている。2012年の本
件では、1962年11月６日法律第３条に関する QPC が、同年に行われた大統領
選挙候補者であった国民戦線党のマリーヌ・ルペンによって提起された。コン
セイユ・デタは本注で指摘されているように述べて事情変更を認め QPC を憲
法院に移送したところ、憲法院は判決の中で事情変更を認める理由を具体的に
説明した。すなわち、憲法院は大統領選挙立候補者の減少といった事実との事
情変更を認めなかった一方、2008年の憲法改正で憲法第４条に意見の多元性と
政治党派の公平な政治参加に関する第３項が導入されたことをもって法上の事
情変更が生じたとしたのである。
］
41

Cons. const., n°2016-545 QPC du 24 juin 2016 et n°2016-546 QPC du 24 juin

2016.
42

Cons. const., n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010.
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警察留置の凡庸化傾向と警察留置処分の著しい増加を指摘したのである。
より根源的な問いをたてるとすれば、立法理由（ratio legis）の弱体化はどの
時点から事情変更として考えられるべきであろうか。仮説的にではあるが、事
情変更は、多くの場合に、少なくとも間接的に、立法理由の弱体化がもたらす
比例性の変化に応じて生じると考えられよう43。
全体として、事情変更が考慮されることによって憲法院による憲法適合性審
査の本質的抽象性に、重大な変容がもたらされているといえる要素はない。社
会的事実が暗に影響力をもっていることを否定することはできないが、憲法院
は、おそらく過去にもまして今日44、立法者の権限下にあると考えられている
領域、すなわち、実証的で、技術的で、科学的なデータと切っても切れない関
係にある構造的社会問題及び道徳の進展に関する問題については、消極的な態
度をとっている45。無論、憲法院といえども、自身を取り巻く事実状況から断
絶しているわけではないが、事実の考慮については自己抑制をはたらかせてお
り、ジャン＝ジャック・パルディニの言葉を借りれば、「裁断可能な事実
46
（adjudicative facts）を潜在意識下において認識する」
に留めている。このフ

レーズが言わんとすることは、憲法院は時代への考慮を断っているわけではな
いものの、法律が時代相応であるかどうかを決定することには慎重になってい
る、ということである。
ということは、事情変更の概念は生ける法理論47の実現手段であり、事情変
更は［社会の進展より］むしろ、判例の進展から生じるのである。かような状
況は、時間関係に関する新たな地平をもたらしている。

43

この点について、rappr. Cons. const., n°2011-131 QPC du 24 juin 2016.

44

Comp. n°2009-588 DC du 6 août 2009. 本件では、様々な社会文化的データに

基づいて、給与労働者の日曜休日制の原則に対する新たな例外規定に関する審
査が行われた。
45

以下の判決の評釈を参照。Cons. const., n°2010-38 QPC du 6 octobre 2010 ;

n°2010-92 QPC du 28 janvier 2011. また、参照、Cons. const., n°2013-669 QPC
du 17 mai 2013, obs. B. Mathieu, JCP éd. G., 27 mai 2013, n°588.
46

J. J. Pardini, « La prise en compte des faits de l’espèce dans le jugement de

la constitutionalité des lois », in L. Gay (dir.), La QPC, Approche de droit
comparé, Bruylant, 2014, p. 223, spéc. p. 236.
47

Cons. const., n°2011-120 QPC du 8 avril 2011.
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５．判例上の変化
そこで３つ目に、事情変更を、判例のはたらきに関連付けて考えることがで
きる。事情変更はある意味で判例発展の促進剤であるともいえよう。判例にお
ける事情変更として、いくつかの形態を想定することができる。
５. １．最高裁判所判例による事情変更
第一に、憲法院は、ある法律について最高裁判所である破毀院又はコンセイ
ユ・デタの判例で示される解釈が、たとえそれが［長らく採用されてきた解釈
ではなく］QPC の移送決定で初めて示される解釈であっても、事情変更を構
成するとして、当該法律の合憲性を改めて問う可能性を認めている48。つまり、
２つの最高裁判所による法律解釈が事情変更を構成するかどうかを審査するこ
とによって、憲法院は、法律の実質的効果に対する統制を行うのである。同時
にこの審査は、憲法院にとって、自らの判例が通常裁判所によって尊重されて
いるかどうかを、時間をおいて追跡統制する手段でもある。とはいえ、
他のテー
マに踏み込んでしまうが、QPC 受理可能性のフィルター機能を果たす中で自
らの判例が憲法に照らして新たな効果をもたらすかどうかを自己評価するの
は、まずもって最高裁判所自身である49。
特筆すべき例は、［陪審制をとる］重罪裁判所の判決における量刑判断理由
の付与について憲法適合性が争われた2018年３月２日の QPC 判決第2017-694
号である。本件で憲法院は、明示的に破毀院判例の変更を考慮した。すなわち、
憲法院は、当初の合憲性判決以降に破毀院判決が介在したことによって、刑事
手続法典規定の効果に変更があったと考えたのである。重罪裁判所が量刑判断
理由を付与する権限が、刑事手続法典の文面上、排除されていないとしても、
破毀院は立法者の意図をそのような権限を否定するものとして解釈すべきであ
ると判示していた。したがって、［上級裁判所である破毀院がこのように判示
している以上、
］重罪裁判所が当該規定の文理解釈に基づいて量刑判断に理由

48

Cons. const., n°2011-120 QPC du 8 avril 2011 ; n°2011-185 QPC du 21

octobre 2011 ; n°2013-340 QPC du 20 septembre 2013.
49

not. C.E., 9 avril 2014, n°362263 ; Cass. soc., 12 mars 2014, n°13-90043 ; Cass.

crim., 9 mars 2016, n°15-83517.
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を付すと考えることはできず、憲法院はこの点こそを事情変更として捉えたの
である。本案においては、重罪裁判所に量刑理由の明示を課さない当該規定は、
（判決効力の調整［将来効］が付されたものの）違憲とされた。
５. ２．欧州人権裁判所判例による事情変更
第二に、現在では事情変更が、従来の合憲判決以降に出された欧州人権裁判
所判決から導かれうることが認められている（なお、当該欧州人権裁判所判決
がフランスに対する判断か、他国に対する判断かという点は全く重要ではな
い）。当初は欧州人権裁判所判例も50、［EU 司法裁判所による］EU 法領域の判
例も51、事情変更の根拠としては退けられていた。しかし、まずは黙示的に52、
次いで明示的に53、破毀院によるイニシアティブによって段階的に冒頭のよう
な決着がついた。とくに重要な判例は、同一事実に対する刑事罰と行政罰の併
科の事案における一事不再理の原則の効果が問われた破毀院判例である。憲法
院はと言えば、欧州地域レベルの裁判所の判例が事情変更を導くか否かという
点について一般的で明示的な立場をとっていないが、これは単に、立場を定め
ることがとくに有益であるとは考えられていないからであろう。憲法院判例に
おける時間は、多元的法秩序の規範的相互作用によって、一定程度、テンポを
つけられているのである。しかしながら、欧州人権裁判所判例と憲法院判例の
かような連動─あるいは時間の新たな衝撃─が法律の憲法適合性の議論を補強
すると考えるまでに、果たして、至ってよいであろうか。
５. ３．憲法判例による事情変更
最後に、時間の経過にテンポをつけるのは、とりわけ憲法院判例である。破
毀院とコンセイユ・デタは、憲法院の新しい判例と、とりわけ一部領域に関す
50

黙 示 的 に、Cons. const., n°2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, n°2011-150

QPC du 13 juillet 2011. 及び、同様に黙示的に、C.E., 21 mars 2011, n°346164.
51

C.E., 19 juillet 2011, n°347223 et 346012.

52

Cass. 1ère civ., 12 avril 2012, n°12-40.010.

53

Cass. crim., 20 août 2012, n°14-80.394 ; Cons. const., n°2014-424 QPC du 7

novembre 2014. 同じく破毀院の事例として、Cass. crim., 17 décembre 2014, n°
14-90.043, Cons. const., n°2014-453/454 QPC et n°2015-462 QPC du 18 mars
2015. さらに、Cass. crim., 26 juillet 2017, n°16-87.749.
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る QPC 判例の影響54が事情変更を構成することをはっきりと認めている。た
だし、憲法院判例の作用には厳格な解釈を要する。憲法院は、2012年５月４日
の QPC 判決第2012-240号で、セクシャル・ハラスメントに関してある法律規
定の瑕疵を指摘したが、破毀院は、当該判決が2002年１月12日の DC 判決第
2001-455号で合憲とされていた精神的ハラスメントに関する労働法典規定には
影響を及ぼさないと判断したのも、そのような理由によるのであろう55。破毀
院がこのような判断を行ったのは、違憲の疑義をかけられた法律規定を、真に
「新しい」憲法院判例が示した合憲性基準という篩にかけて吟味する審査が前
提となっているからであろう。
憲法判例による事情変更の審査様式が応用され注目されたのは、憲法院が罪
刑法定主義の見地に立って違憲審査のファインダーを変えたときであり、訴追
の著しい累積を改善しようとしたときである56。破毀院57、コンセイユ・デタ58、
そして憲法院自身59が、この新しい審査枠組みへの移行に一役かったのである
が、この事情変更は、［事情変更をもたらした］憲法院判決と［後に事情変更を
認定した］諸判決との時間的間隔が短いという状況とは全く関係がない。また、
近時において、憲法院は、［現実的且つ重大な理由なき解雇を行う際に企業が
労働者に支払うべき違約金について、従業員数に応じて企業間に設けられた］
取扱いの差異の有無が、［違約金支払義務を課す］原則的ルールとその例外的
ルールとが相対立するからこそ生じる以上、例外的規定を違憲とした憲法院判
例は、原則的規定の再検討を正当化する目的であっても、事情変更を導く判例

54

と り わ け 明 快 な 例 と し て、Cass. crim., 20 août 2011, n°10-90.125 ; Cons.

const., n°2011-125 QPC ; Cass. crim., 11 juillet 2017, n°16-87.749.
55

Cass. crim., 11 juillet 2012, n°11-88.114 et n°12-40.051 : Cass. crim., 25 juillet

2012, n°12-90.036, 12-90.034 et 11-89.125 ; Cass. crim., 4 septembre 2012, n°1280222 et 12-804129 ; Cass. soc., 1er mars 2013, n°12-40103, Bull.
56

Cons. const., n°2014-453/454 QPC et 2015-462 du 18 mars 2015 et n°2015-

513/514/516 QPC du 14 janvier 2016.
57

Cass. crim., 30 mars 2016, n°16-90.001 et n°16-90.005.

58

C.E., 15 avril 2015, n°396696, Tables.

59

Cons. const., n°2016-545QPC du 24 juin 2016 et n°2016-546 QPC du 24 juin

2016 ; n°2016-550 QPC du 1er juillet 2016.
［97］

北法69（5・86）1402

憲法判例における事情変更

として引き合いに出されうると暗に判示している60。
憲法院が、自らの判例によって事情変更が生じたと判断した例は多い61。つ
まり、憲法院は現実主義的立場をとっているのであり、事情変更をもたらす新
しい判例の中で明かにされる解釈が実は過去の判例にも暗に含まれているため
に、事情変更は生じていないとする議論を退けている。確かに、法上の事情変
更の見地から判例を解釈することも、判例を事情変更をもたらすものとして認
めることも難しい場合がある。事情変更を導く新しい判例は厳密には必ずしも
建設的・創造的な判例であるわけではなく、その意味で、いかなる新しい判例
でも憲法適合性ブロックに新しい一面を加えるとは言えないからである。とい
うのも、無論、
「新しい」判例は、単に既存判例で既に示されている原則、さ
らには同じ規範を示す場合もあるからである62。法上の事情変更は、厳密な意
味における新しい規範の定立のみならず、新しい解釈、さらに言えば既存規範
を明瞭化する説明（explicitation）によっても生じうるのである。ただし、この
60

Cons. const., n°2016-582 QPC du 13 octobre 2016 (rapprt. de n°2015-715 DC

du 5 août 2015).［本 QPC で、憲法院は、憲法院判決 DC 第2015-715号が法にお
ける事情変更を構成すると判断した。2015年の判決では、労働法典 L.1235-3条
を改正し、企業が現実的且つ重大な理由なしに解雇した労働者に給付すべき違
約金額の上限に従業員数に応じた差異を設けようとした法律規定を違憲として
いた。労働法典（旧）L.1235-5条の規定によれば、同 L.1235-3条の規定は通常従
業員11名未満の企業には適用されないとしていたのである。すなわち、企業間
に差異を設ける例外規定を有していたのは本 QPC で合憲性が争われた労働法
典 L.1235-3条ではなく同 L.1235-5条であったが、憲法院は本文中に示されるよ
うに判示し、事情変更を認めた。
］
61

Cons. const., n°2011-125 QPC du 6 juin 2016 ; n°2013-331 QPC du 5 juillet

2013 ; n°2016-545 QPC du 24 juin 2016 ; n°2016-546 QPC du 24 juin 2016 ; n°
2016-550 QPC du 1er juillet 2016 ; n°2016-582 QPC du 13 octobre 2016.
62

例えば、Cons. const., n°2013-331 QPC du 5 juillet 2013は、
［独立行政機関

（Autorités administratives indépendantes）である］電気通信及び郵便規制機関
（Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes、
ARCEP）にサンクションの権限を認める電気通信及び郵便法典第36-11条と
［1789年宣言第16条で保障される］裁判の公平性の原則との適合性について判断
したが、
［憲法院は法上の事情変更を導く際にかつての合憲判決以降、2012年
10月12日 QPC 判決第2012-260号で］独立行政機関にかかる裁判の公平性の原則
について判断がなされた点を挙げた。
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基本原理は良いとしても、その実際の運用は時折、複雑微妙である。通常裁判
所は、新しい判例と憲法が既に含意していることを明瞭化するに過ぎない判例
とを区別しなければならないからである。
この点は最近の判例が示している。2017年３月１日の判決で63、破毀院は憲
法院に弁護士の懲戒処分に関する法律規定［の罪刑法定主義に対する抵触の疑
義 ］に つ い て QPC を 移 送 し た が、 本 規 定 は 既 に2011年 ９ 月29日 の QPC 第
2011-171/178号で合憲性を認められていた。破毀院による移送が依拠していた
のは、2011年の QPC 判決と2017年の破毀院判決の間に出された QPC 判決第
2014-385号であり、というのも、この判決で憲法院は、罪刑法定主義が罰則的
性質を有するあらゆるサンクションに及ぶと判断していたからである。この
QPC 判決第2014-385号について、憲法院ウェブサイト上で公開されている評
釈では、はっきりと次のように述べられている。すなわち、「適法性（légalité）
に関して、憲法院は初めて、立法者が罪刑『法定主義（principe de légalité）
』
にしたがってあらゆる恣意性を排除するために、十分に明瞭且つ明確な文言で
懲戒処分について規定する義務を有することを判示した」と述べているのであ
る。一方、
［破毀院による QPC の移送をうけた］憲法院は、2017年５月19日の
QPC 判決第2017-630号で、上述の破毀院の判断を否定し「憲法院の判断は首尾
一貫しており、2011年９月29日判決以前から罪刑法定主義が刑罰的性格を有す
るあらゆるサンクションに適用されている」ため、QPC 判決第2014-385号は［憲
法原則を繰り返し述べたにすぎず］事情変更を構成するものではないとしてい
る。換言すれば、憲法原理の効力は、かつての合憲判決以来、何ら変更されて
いないと判断されたのである。ただし、憲法院が、1789年宣言第８条の罪刑法
定主義から導かれる新たな憲法原則の保障が事情変更を構成しないと考えたこ
とには、議論の余地があると思われる64。しかし、この点は、憲法判例の一般
的な形成効果と適用裁判官による受容の問題であろう。
憲法院判例による事情変更について、最後にもう１点付け加えたい。コンセ
イユ・デタ又は破毀院が既に憲法院によって合憲と判断された法律規定を移送
することは、その事実のみをもっては事情変更を構成しない。これは当然のこ

63

Cass. 1er civ., 1er mars 2017, n°16-40.278.

64

刑罰の個別性の原則については、既に判例が存在する。Cons. const., n°2010-

104 QPC du 17 mars 2011.
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とであろう。憲法院は、近時2018年６月13日の QPC 判決第2018-713/714号に
おいてこのルールを明示したのであるが、憲法院判断に至る過程は前代未聞で
あった。本件で破毀院は15日前に憲法院によって明示的に合憲と裁定された憲
法問題と同じ憲法問題を移送したのである。この破毀院の行為が憲法院判例に
関する無知ゆえのものなのか、不服従を示すものなのかはわからない。いずれ
にせよ、この２度目の移送が新しい状況として捉えられうるかという問題が、
新判例は再審査を切り開くという事情変更のルールの類推によって問われたの
である。実際に破毀院が想定していたのは、例えば憲法院判決の EU 法領域と
の不一致が危ぶまれるときのように、憲法院判決の適用に困難が伴う場合には、
最高裁判所はいわば再審査請求権として QPC を移送することができるように
するという、より一般的な見解である。憲法院は、このような説に与しなかっ
た。判決の既判力を厳格適用だけに限ろうとしたのである。破毀院の説がとら
れていたら、最高裁判所が憲法院判決に逆らうことが可能になっていたであろ
う。コンセイユ・デタと破毀院が事情変更の存在を判断できるといっても、か
かる判断は、事情変更に関する憲法院の終審的判断を予断するものではないの
であって、事情変更が憲法院自身の判決の既判力に対する例外である以上、憲
法院こそがその終審的判断権限を保持していることを想起したい。
むすびに
結論として、判例をめぐる様々な時間どうしを結びつけることは憲法上の議
論を必ずしも促進しないといえる。とはいえ、時間の連関という問いから、次
のことが想起される。
－ 憲法の長期性は［憲法適合性審査の］手続的要請の加速という試練に突き
当たっていること
－ 事情変更は裁判官と立法者との関係の維持に資するものでなければなら
ず、その際、立法者が慣習の進展に法を適合させないことを憲法の観点か
ら批判されることも、また適合させるよう義務付けられることも、あって
はならないこと
－ 事情変更を認めることによって判例が漸次的に衰退することがあっても、
判決の既判力が悪影響を受けることはないということ
－ より根源的には、変化を恒常性に帰着させることなしには変化そのものを
説明することも、継続性が普遍性を食い物にしていることを想定すること
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なしには継続性を語ることもできないということ
以上から分かる通り、憲法訴訟研究は時間と法との複雑な関係に関する知見
の発展に大きく貢献しているのである。
参考資料65
《憲法（抄訳）》
第61条
① 憲法付属法律は公布の前に、第11条が定める議員提出法案は国民投票に
付される前に、また国会の議院規則は施行の前に、憲法院に付託されな
ければならず、憲法院はそれらの合憲性について裁定する。
② 同じ目的で、法律は、公布前に、共和国大統領、首相、国民議会議長、
元老院議長、又は60人の国民議会議員もしくは60人の元老院議員により
憲法院に付託することができる。
③ 前２項に定める付託が行われた場合、憲法院は１か月以内に判決を言い
渡さなければならない。ただし、緊急の場合には、政府の要求によりこ
の期間を８日に短縮する。
④ これらの場合、憲法院への付託は審署の期限を停止する。
第61－１条
① 裁判所で進行中の訴訟手続において、法律規定が憲法の保障する権利及
び自由を侵害するとの主張がなされた場合、当該問題の裁定は、定めら
れた期間内に決定されるコンセイユ・デタ又は破毀院からの移送に基づ
き、憲法院に求めることができる。
② 本条施行の諸条件は憲法付属法律で定める。
第62条
① 第61－１条に基づき違憲と言い渡された規定は審署することも施行する
こともできない。
② 第61－１条に基づき違憲と言い渡された規定は、憲法院の判決の公布又
はその判決が定める将来の日付以降に廃止される。憲法院は、当該規定
が生み出す効力を再審査することのできる条件と限界を決定する。
③ 憲法院の決定はいかなる上訴も許されない。憲法院の決定は公的諸権力
65

［参考資料の文責は訳者にある。
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並びにあらゆる行政権及び司法権を拘束する。
《憲法院にかかる憲法付属法律に関する1958年11月７日オルドナンス抄訳》
※以下 QPC にかかる諸規定は2009年12月10日憲法付属法律第2009－1523条に
より創設
第23－１条
① コンセイユ・デタ又は破毀院系統の裁判所において、法律規定が憲法の
保障する自由及び権利を侵害するとの抗弁は、受理不可能な場合を除い
て、個別書面において理由を付して提起する。かかる抗弁は控訴審にお
いて初めて提起してもよい。ただし、職権で提起を行うことはできない。
［第２項～３項省略］
第23－２条
① 裁判所は、コンセイユ・デタ又は破毀院に合憲性の優先問題を送付する
か否かについて、理由を付した決定を遅延なく行う。かかる送付は次に
掲げる条件を満たす場合に行われる。
１．争われている規定は、当該紛争もしくは訴訟手続に適用されること、
又は訴追の根拠を成すこと
２．争われている規定は、事情変更の場合を除き、憲法院判決の理由及び
主文において、これまでに合憲と判断されていないこと
３．提起される憲法問題は重大な性格を欠くものでないこと
② 裁判所は、ある法律規定について、一方で憲法の保障する自由又は権利
への、他方で国際条約への適合性に関する抗弁を付託された場合には、
いかなる場合にも、コンセイユ・デタ又は破毀院に憲法適合性問題を送
付するか否かについて優先的に判断しなければならない。
③ 合 憲性問題の送付決定は、決定の言い渡しから８日以内に、趣意書
（mémoire）又は申立書とともにコンセイユ・デタ又は破毀院に送付する。
かかる送付はいかなる上訴も許されない。合憲性問題の送付を拒否する
決定は、訴訟の全体又は一部に関する上訴審においてのみ、異議を申し
立てうる。
第23－３条
① 合憲性問題が送付された場合、原審裁判所はコンセイユ・デタもしくは
破毀院による決定までの間、又は憲法に付託される場合には憲法院判決
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までの間、判決を延期する［以下省略］。
［第２項～５項

省略］

第23－４条
第23－２条又は第23－１条最終文の規定に従って行われる送付の受領か
ら３か月の期限内に、コンセイユ・デタ又は破毀院は憲法院に合憲性の
優先問題を移送するか否かを決定する。この移送は、第23－２条第１号
及び第２号が示す条件を満たし、且つ当該合憲性問題が新規なものであ
るか重大な性格を有する場合に行う。
【付記】
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本稿は、マチュー・ディザン（Mathieu Disant）教授が、2018年７月20日に
開催された北大公法研究会で行った講演の原稿を翻訳したものである。以下、
［103］

北法69（5・80）1396

憲法判例における事情変更

講演者であるディザン教授の略歴等を紹介する（１）とともに、本講演の意義
について簡単に説明する（２）こととしたい。
１

マチュー・ディザン教授の紹介
ディザン教授は、現在、リヨン・サンテティエンヌ（ジャン・モネ）大学の

公法学（droit public）教授であるとともに、同大学の「法の批判的研究センター
（CERCRID）」所長を務めている。専門分野は、憲法学、憲法訴訟論、法哲学、
リスク法学などである。なお、国際的な学術交流にも大変熱心で、東欧、南米、
アジアで数多くの講演を行っているが、来日は今回が初めてである。北海道大
学以外では、慶應義塾大学と同志社大学でも講演を行った。
教授資格試験（Agrégation）に合格してリヨン・サンテティエンヌ大学教授
に着任する前には、リール第２大学で博士号を取得し、その後パリ第１大学で
専任講師（Maitre de conférences）を務めている。また、
憲法院の調査局
（service
juridique）
（1）で特命担当官（chargé de mission）として働いた経験も有してい
る。そしてそこでの経験は、憲法裁判官の規範創造（la production normative
du juge constitutionnel）
、法の憲法化現象（le phénomène de constitutionnalisation
du droit）、諸裁判所間の関係（les relations entre juridictions）や『裁判官の対話』
（le《dialogue des juges》）などに関するディザン教授の研究業績と深く結び付
いているように思われる。
公刊されている主な著作として、次のようなものを挙げることができる。①
L’autorité de la chose interprétée par le Conseil Constitutionnel（単著、LGDJ,
2010）、② Droit de la question prioritaire de constitutionnalité（単著、Lamy,
coll.Axe Droit, 2011）、③ Les lanceurs d’alerte（共編著、LGDJ, 2017）
、④ Les
standards constitutionnels mondiaux（共編著、Bruylant, 2017）
。なお、①は
博士論文（thèse）を公表したものであるが、2009年に、憲法院博士論文賞（Prix
de thèse du Conseil constitutionnel）と元老院特別賞（Prix spécial du Sénat）
を受賞している。
２

本稿の意義
QPC を提起された裁判所が、それをコンセイユ・デタあるいは破毀院に移

送する場合の要件の一つとして、事情変更のある場合を除き、申し立てられた
法律上の規定が、憲法院判決の理由及び主文において、これまでに合憲と判断
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されていないことが挙げられている（「憲法院にかかる憲法付属法律に関する
1958年11月７日オルドナンス」第23-2条第１項２参照）
。本稿は、この要件の解
釈に関わる諸問題を扱っている。
事情変更がある場合にはこの要件は適用されないことになるが、パリ第１大
学のベルトラン・マチュー（Bertrand Mathieu）教授は、こうした限定には重
要な意味があると指摘している。教授は、その理由について次のように述べて
いる。
「実際、事情の変更には、とりわけ憲法の改正といった法的な事情の変
更のみをさすばかりではなく、事実としての事情の変更も含まれる。事実とし
ての事情の変更を示唆することは、法律が適用された状況に対する考慮を強く
促すことになる。すなわち、社会の変化に応じて法を適合させる、すなわち一
般利益を定めるという立法府の役割が問われることになり、違反を正す役割を
有する裁判所の介入によって、立法府の役割と競合するようにも思える。裁判
所は原則として自らの手で法律を修正することはできないとしても、立法府に
法律の修正をすることを催促するのである。」
（2）
この指摘によっても、QPC の運用における「事情変更」の重要性をうかがい
知ることができよう。にもかかわらず、この「事情変更」をめぐる諸問題の解
明は必ずしも進んではいない。フランスにおける議論のわが国への本格的な紹
介は皆無に近い状況にある。先に言及した植野妙実子教授等によって紹介され
ているマチュー教授の講演においても概観にとどまっている。そうした中に
あって、本稿は「事情変更」をめぐる議論の初めての本格的な紹介としての意
義を有するように思われる。確かに、問題の複雑さや難解さのため、本稿にお
ける考察も問題解決的なものというよりは問題発見的なレベルにとどまってい
るが、フランスにおける議論の現状を理解し、日本におけるそれと比較検討す
るための知見を得るという意味での資料的価値は十分に有すると考える。講演
原稿を翻訳し、公表するゆえんである。なお、本招待講演は、JSPS 科研費
17H0245301（研究代表者：岡田信弘）の助成を受けたものである。
（岡田信弘
記）
（１）調査局の概要と憲法院の判決形成過程における調査局の関与のあり方
については、山元一「フランス憲法院における補佐機構」北大法学論集
66巻２号243 ～ 245頁及び246頁以下を参照。
（２）ベルトラン・マチュー / 植野妙実子・兼頭ゆみ子訳「フランスの合憲
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性優先問題－裁判のあり方の変容の証明－」比較法雑誌50巻１号91頁。
なお、本稿でも言及されている「生ける法」理論を切り口に、QPC の運
用あるいは展開をフォローした邦語文献として、井上武史「フランス憲
法院への事後審査制導入の影響－通常裁判所の法解釈に対する違憲審査
－」岡山大学法学会雑誌62巻１号59頁以下がある。本稿を理解するため
の前提となる知識を得るために一読をお奨めしたい。
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学問の身体と精神：1070年ごろ以降の
初期スコラ学の学校についての観察
フランク・レックスロート
田口 正樹 訳
ペトルス・アベラルドゥス、および彼の一生と学術的偉業は、以前から知ら
れており、しばしば論じられてきた。弟子の女性エロイーズと彼の悪名高き恋
愛事件は、既に彼の生前から、ヨーロッパに知れ渡っていた。1300年頃にジャ
ン・ド・マンが彼の作品『バラ物語』でこの事件に言及したとき以降、この話
は恋愛譚として理解され、それによって、アベラルドゥスとエロイーズに、規
律に従った修道院生活の治癒効果によって救われた二つの危機に瀕した魂を見
る古い読み方は駆逐されてしまった。エロイーズの伯父フュルベールの委託に
よるアベラルドゥスの去勢は、おそらくこの話の最も顕著で刺激的なディテー
ルとして、繰り返し考察されてきた1。
アベラルドゥスが浩瀚でかつそれ自体が複雑な一つの学術作品を遺したこと
も知られているが、彼は20代初めからほとんど1142年の彼の死のときまでずっ
1

以下のテクストは、2018年秋に出版された西洋の学問の初期史に関する私の

著書（Frank Rexroth, Fröhliche Scholastik. Die Wissenschaftsrevolution des
Mittelalters. München 2018）の一部である。私のテーゼを日本語でも公表でき
ることについて、田口正樹氏に深く感謝する。また、関西中世史研究会の皆さ
ん（彼らとは2018年３月21日に京都大学でこのテクストに関して議論すること
ができたのだが）にも、建設的なコメントをいただいたことについて御礼を申
し上げる。以下の注からは、既に上記著書の執筆段階で私がある日本人学者の
学殖豊かな研究にどれほど多くの情報を負っていたかが、明らかになるであろ
う。
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とこの作品に携わったのであった。それ以来彼は哲学者にとっては「史上最大
の論理学者の一人」
（ケンブリッジのジョン・マレンボンはこう書いている）で
あり、既に先行するフランスの教師たちの世代が弁証法を神学的諸問題の検討
のために用いていたとはいえ、やはりアベラルドゥスの神学こそが、彼の弟子
たちを惹きつけ、同時代の批判者たちを彼に対する異端の非難へと駆り立てた
のである。二つの教会会議、つまり1121年のソワッソン教会会議と1141年のサ
ンス教会会議は、恋愛事件と同様やはりアベラルドゥスの物語に属する。彼の
自伝的な『ある友に宛てた慰めの手紙』、これは『災厄の記』として知られてお
り、おそらく1132年に著されたものだが、その中でペトルスはこの二度の断罪
のうち最初のものを、去勢に匹敵するような破局として扱っている。
アベラルドゥスから出発して、
「高等な」知の歴史を物語るのは容易である。
彼はある一つの物語以上のものを提供しているからである。しばしば「12世紀
ルネサンス」、あるいはより慎重に「12世紀における学問のルネサンス」と呼ば
れているものは、ある場合には、1200年ごろ以降のヨーロッパの大学の成立と
成功の歴史に向けて目的論的に物語られ得たが、そうした場合にアベラルドゥ
スは弟子たちの集団とともに、教える者と学ぶ者の一種のカルテルへと結集し
ていったパリの教授たちを先取りする存在であった。制度に対する懐疑主義者
と文化に関する悲観論者たちが大学を、むしろ自由な精神をカリキュラムと決
まりきった学位取得手続で締め上げる組織的な枠組と見なす場合には、12世紀
のごく弱く規制されていたにすぎない自由な学校状況は、ヨーロッパ教育史の
中でほとんど無政府的なすばらしい間奏曲と見なされた。世俗当局による監視
は、例えばペーター・クラッセンの読み方によれば、グレゴリウス改革ととも
に学校に対する介入力を喪失し、一方聖職者教会の紀律化手段は教皇インノケ
ンティウス３世より前の時代にはまだ存在しなかったということで、つまり前
後の社会的紀律化の時代の間にある無人地帯だったというわけだ。この時代と
取り組むならば、例えばサー・エドワード・サザンがこの示唆的な解釈提案に
屈したような危険にさらされることになるわけである。
1070年ごろから大学の成立までの期間における諸学問のルネサンスに対する
私自身の取り組みは、それゆえこの二つの語りの水路に入り込まないように注
意しなければならない、つまり一方で大学という衣をまとった西洋的学問の誕
生という英雄的な水路、他方ですべてのありうる時代のうちで最も美しい時代
というノスタルジックな水路である。その際、私には、私以前の他の学者たち
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と同様まず第一に、この時代のどのような種類の社会的共同体化をどのような
認識論的変化が可能としたのか、そして逆に、高度な知を運搬し変化させた社
会的諸形式がどのようなやり方で学識的な知に関する同時代の諸観念に沈殿し
たのかを問うことが問題なのである。

・・・
私の今日の主要な関心事は、私の見方ではやましいところなく初めて学問的

な コミュニケーションとして理解しうるような、新しい学識的コミュニケー
ションの始まりに一瞥を与えることである。それはアベラルドゥスよりおよそ
２世代前の教師たちの世代、1070年ごろに始まり、それぞれ一人の教師と一群
の弟子たちからなる社会的諸集団の成立という形で世に明らかになるが、彼ら
は修道院にも、大聖堂学校や参事会教会で規則に従って生活していた聖職者た
ちにも結びつけられていなかった。制度的に束縛されていない自由な教師たち
は少数であれば既にその前から存在していたが、この時期の彼らにおいて新し
かったのは、集団で生きることが、目的のための手段ではなく知の産出の本質
的構成部分だと見なされたことである。
この新たに形成された諸集団のうち、1070年代以降自由学芸的な、あるいは
より良い言い方をすれば哲学的な知の獲得に没頭していたような集団における
思考と議論を、我々はどのように観念しなければならないであろうか。１，５
世代後、1110年ごろから後に、振り返って学校の形成という現象を理解できる
ものにしようとした人びとの視角から、この時代を観察することを試みてみよ
う。
興味を抱いた同時代人たちは、この時代以後、新しい学問を歴史家の目で観
察することを始めた、つまり学者たちとその弟子たちの始まり、系譜、特有の
業績に突然興味を抱くようになったのである。フルーリー修道院の周辺に由来
する以下の年代記の報告は、社会的空間において現実を作り変える新しい力と
して学問を記録した、フライジングのオットー、ソールズベリのヨハネス、ト
リニーのロベルトゥス、ティルスのグイレルムス、ウェールズのゲラルドゥス
といった一連の歴史叙述家全体の最初に位置していた。学問の歴史は同時代史
として関心の地平にせり出してきたのである2。

2

オットーについては、Frank Rexroth, Fehltritte. Otto von Freising, der Prozess

gegen Gilbert von Poitiers und die Kontingenz der sozialen Kommunikation, in:
Markus Bernhardt/Stefan Brakensiek/Benjamin Scheller (Hg.), Ermöglichen
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ささやかな始まりから一つの運動全体が生じることになったというのが、ひ
とまずは目立たないこの短いパッセージの核心であるが、この一節は叙任権闘
争、アンジュー伯領、ウィリアム征服王の死（1087年）についての諸報告に無
理なく付け加えられている。
「この時期、神の智恵も人の智恵も栄えていた。カンタベリ司教ランフラ
ンクス、ロンバルディア人グイド、ドイツ人マネゴルト、
［そして］ラン
スのブルノ、彼は後に隠修士の生活を送った。弁証法においては、以下の
人びとが主要なソフィスト［論理学者のこと（F. R.）］たちであった。弁証
法は言葉についての学問であると教えたヨハネス、パリのロベルトゥス、
コンピエーニュのロスケリヌス［および］ランのアルヌルフス。後の人た
ちはヨハネスの門弟であったが、彼らがまた多くの聴衆を持っていた3。」
匿名の年代記作者は、神学的知と世俗的知の効果的な統合への道を見出した
あの画期の時代に興味を示しており、その学者たちの伝記が教会における役職
の引き受けや世界からの逃避で終わるのでなく、まさに逆に彼らがこの世で学
者の数が増加するよう気を配ったということが重要だと見なしていた。明らか
にこれが、列挙を二分することを書き手に促したものなのである。つまり、第
一のグループは、ランフランクス、ブルノ（そしておそらくマネゴルト）で、
und Verhindern. Vom Umgang mit Kontingenz (Kontingenzgeschichten, Bd. 2),
Frankfurt am Main 2016, S. 83-115. ティルスのグイレルムスについては、Rainer
Christoph Schwinges, Kreuzzugsideologie und Toleranz. Studien zu Wilhelm
von Tyrus (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 15), Stuttgart
1977, S. 23-29を参照。全般について、Richard W. Southern, Scholastic Humanism
and the Unification of Europe, Bd. 1: Foundations, Oxford 1995; Bd. 2: The
Heroic Age, Oxford 2001, S. 195-197.
3

Delisle, Léopold (Hg), Recueil des Historiens des Gaules et de la France,

Nouvelle Édition. 24 vols., Paris 1869-1904, Bd. 12, S. 3: Hoc tempore, tam in
divina quam in humana philosophia floruerunt Lanfrancus Cantuariorum
episcopus, Guido Langobardus, Maingaudus Teutonicus, Bruno Remensis, qui
postea vitam duxit heremiticam. In Dialectica quoque hi potentes extiterunt
Sophistae; Joannes, qui eandem artem Sophisticam vocalem esse disseruit,
Rotbertus Parisiacensis, Roscelinus Compendiensis, Arnulfus Laudunensis. Hi
Joannis fuerunt sectatores, qui etiam quamplures habuerunt auditores. artem
[…] vocalem を「言葉についての学問」と訳すことについては、本文を見よ。
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重要な教師として始めたが、しかしその後学校から出て修道院ないし擬似修道
院的な規律のもとへと移っていった人々を含んでいた4。第二のグループは、４
・・・・・
人のソフィスト sophistae で、いわばプロフェッショナルな「純粋な」学者の
名を挙げていた。彼らの名はこの世で第一のグループの人びとほど輝いてはい
・・
なかったが、学校 schola という社会形態を宣伝し、その際特有の哲学的立場
を広めた。彼らはすべて、文法的な立場に依拠し、そして―対抗する見方に反
して、と補足してもよいと思われるが―現実に関する学問でなく、この現実の
言語的再現についての言明を行うような弁証法を営んでいた。この匿名年代記
の一節は、1070・1080年代に現れた新しい学識パラダイムの始まりを記録した
ものであった。それは、教師活動から結果として生じうる数多くの伝記的可能
性を紹介していたわけである5。
まさにこの、匿名年代記への記入が代表する変化にもとづいて、我々はこの
・・・・
・・
時代以降綱領的に、従来のような高度な知の代わりに学問を語るという決定を

4

この点は、マネゴルトについては、読み手の思量によって補足されうるのか

もしれない。マギステル・マネゴルドゥスは、
ラウテンバッハ、
ロッテンブーフ、
マールバッハの律修参事会員になったのである。Irène Caiazzo, Manegold,
„modernorum magister magistrorum“, in: Irène Rosier-Catach (Hg.), Arts du
langage et théologie aux confins des XIe et XIIe siècle. Textes, maîtres, débats
(Studia artistarum, Bd. 26), Turnhout 2011, S. 317-345; Horst Fuhrmann, Zur
Biographie des Manegold von Lautenbach, in: ders. (Hg.), Papst Gregor VII. und
das Zeitalter der Reform. Annäherungen an eine europäische Wende.
Ausgewählte Aufsätze, hg. v. Martina Hartmann (Monumenta Germaniae
Historica Schriften, Bd. 72), Wiesbaden 2016, S. 267-290; Manegold von
Lautenbach, Liber contra Wolfelmum, übers. v. Robert Ziomkowski, Paris/
Leuven/Dudley, MA 2002.
5

ランフランクスはカンタベリー司教（1070年以降）と表記され、ブルノについ

ては、彼は後に隠修士の生活を送ったと言われている。この点はおそらく、
1084年のセシュ・フォンテーヌ Sèche-Fontaine の隠修士集団の設立と結びつけ
てよいであろう。認識論的転回についての、似たような同時代的観察は、13世
紀に、
例えば1283/84年にマリヌ Malignes のヨハネスにおいて再び見出される。
Marcel Bubert, Nützliche Philosophie. Zur Genese einer diskursiven Formation
im Umfeld der Pariser Universität um 1300, Diss. (masch.) Göttingen 2016,
Anm. 257.
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下しているのである。
一つの根本的な変化のこの側面が、跡付けられねばならない。新しい諸学校
において、知はもはや手入れされ、保存され、学問外の諸目的のために選別さ
れるのではなく、集団のためのプロジェクトとして理解された。この分野に特
徴的な新しい文献形式で始めることで、この現象に接近してみよう。つまり、
匿名の注釈コメンタールであるが、それらはより古い世代の教師たち（ランス
のブルノ、マネゴルト、ベレンガリウス）については知られていないものである。
早い時期に位置づけられうるのは怪しげなヨハネスであるが、前述の年代記
は彼を新たな哲学の創始者のように呼んでいる。彼は1076・77年にランスで教
えた文法学者と推測されており、当時の最も独創的で大胆な諸作品のうちの一
つと結びつけられている。それは一つの注釈作品で、プリスキアヌスの『文法
Institutiones grammaticae』の最初の16巻を解明していたが、しかしその際プ
リスキアヌスとは違って、対象を論理学の部分学問として規定していた。中世
初期・中期哲学の最良の精通者の一人は、この作品を「この時期の知的生活の
最も著しい記録の一つ」と呼んだ6。このいわゆる『グロスーレ Glosulae』によれ
ば、文法にとってはもはや、語を正確に接ぎ合わせて文へ導くことでなく、もっ
と根本的に世界に関する真の言明へ導くことが問題なのであった7。ヨハネスの
次の教師世代に位置づけられるのは、パリのロベルトゥス、コンピエーニュの
ロスケリヌス（アベラルドゥスに影響を与えた最初の、しかし『災厄の記』で
は完全に黙殺されている教師）そしてランのアルヌルフスである。後の二人に
ついては風刺詩が書かれ、そこでは弁証法についての彼らの学説がからかわれ
ていたが、それはもはや道徳家的ないわゆる反弁証法論者的スタイルによって

6

John Marenbon, Medieval Philosophy. An Historical and Philosophical

Introduction, London, New York 2007, S. 134f.
7

1970年代末以来強い関心を引いてきた、いわゆる Glosule の研究史は、Anne

Grondeux/Irène Rosier-Catach, Les „Glosule super Priscianum“ et leur tradition,
in: Irène Rosier-Catach (Hg.), Arts du langage et théologie aux confins des XIe
et XIIe siècle. Textes, maîtres, débats (Studia artistarum, Bd. 26), Turnhout
2011, S. 107-179 から出発して知ることができる。Glosule をヨハネスに帰すこ
とについては、Constant J. Mews, Reason and Belief in the Age of Roscelin and
Abelard (Variorum Collected Studies Series, Bd. CS730), Aldershot 2002, 7 – S.
4-34, v.a. 33.
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書かれていたのではなく、彼らが見たところ誤った言語観に取り付かれていた
からであった8。
ロスケリヌスとアルヌルフスを現存する作品に著者として割り振ることがで
きるかどうかは争われている。しかしありそうなこととしては、ロスケリヌス
は、彼の師ヨハネスが始めたかもしれない、プリスキアヌスの文法書に対する
前述の『グロスーレ』を引き受け、改訂し、そこからおよそ言語についての彼
の理解を引き出したと考えられる。当時の教育状況に特徴的なこととして、
我々
はロスケリヌスの姿を十分はっきりと見ることができると思うのであるが、た
だしそれは彼の立場を退けた競争相手の教師による他者の目を通してのみなの
である。つまりカンタベリーのアンセルムスと彼自身の弟子ペトルス・アベラ
ルドゥスの目を通してである9。前者は教皇ウルバヌス２世に宛てたある書簡で
彼のことをあざけっている。ロスケリヌスは1090年代初めのある教会会議でそ
れを受けてみずからの立場を保証しなければならなかった10。サー・リチャー
ド・サザンはこれらの所見から、至るところでトラブルを起す男のイメージを
作り出している11。
きわめて捉え難いのがガーランドゥスという教師で、彼を同名の他の教師た
ちから区別するのは一仕事であるが、彼は弁証法に関する通例になく個別研究
的な論文の著者として注目された。彼は論理学に関する古典古代の諸作品を指
向しつつ、それらに関する既存の概説に手を加え、しかしそこからある程度の

8

これらのテクストはバンベルクに至り、そこで1102/1125年の詩の集成の中に

たどりついた。ここでそれらは、ある伯の娘のための墓碑という文脈で理解さ
れうる。この点は、注意されるべき関連である。Codex Udalrici, hg. v. Klaus
Naß. 2 Bd.e (MGH Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, Bd. 10,1-2), Wiesbaden
2017, Bd. 1, S. 9-11. 関係箇所の事前送付とその他の情報について、クラウス・
ナスに感謝する。
9

C. J. Mews, Reason (2002), 7 – S. 4-34. Ebd., 例えば S. 26 を参照。ロスケリヌ

スは Glosulae から人に関する彼の諸観念と「全体としての言語についての彼の
理解」を引き出している。
10

C. J. Mews, Reason (2002), 6 – S. 55-98, 7, S. 4-34; Abaelard/Heloise, Letter

Collection, hg. v. D. Luscombe/B. Radice, S. 519-521, Appendix 1.
11

Richard W. Southern, Saint Anselm. A Portrait in a Landscape, Cambridge

1990, S. 175f.
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完結性をもった一つの作品を創り出した。論理学に関する中世のモノグラフの
早い例である！12

ラインベルトゥスという人物の授業も人気があったが、彼

はリールで言語について省察する新しい弁証法の諸観点に沿った授業をし、そ
れによって他の教師たちから弟子たちを背かせた13。
最後に、シャンポーのグイレルムス自身、これらの教師たちの中で明らかに
最もカリスマに富んだ人物であるが、綿密な研究によって、伝存する一連の注
釈作品および入門文献を彼に帰することが可能になっており、その結果彼の姿
は例えばロスケリヌスや彼自身の師であるマネゴルトよりも我々にとってはっ
きりしたものになっている14。彼もまた、前述の『プリスキアヌスに関するグロ

12

Garlandus Compotista, [ 実は Gerland von Besançon], Dialectica, hg. v. Lambert

Marie de Rijk, Assen 1959. 評 価 に つ い て は、Martin M. Tweedale, Logic (i).
From the Late Eleventh Century to the Time of Abelard, in: Peter Dronke
(Hg.), A History of Twelfth Century Western Philosophy, Cambridge 1988, S.
196-226, S. 198-204; Eleonore Stump, Dialectic, in: David L. Wagner (Hg.), The
Seven Liberal Arts in the Middle Ages, Bloomington 1983, S. 125-146, S. 135;
ders., Logic in the Early Twelfth Century, in: Norman Kretzmann (Hg.),
Meaning and Inference in Medieval Philosophy. Studies in Memory of Jan
Pinborg (Synthese Historical Library, Bd. 32), Dordrecht 1988, S. 31-55. さまざま
なガーランドゥスを区別しようという試みについては、„Biographical Register of
Major Authors Represented in MS Oxford St. John’s College“: http://digital.
library.mcgill.ca/ms-17/fetchfoliodoc.php?target=BIOGRAPHICAL_REGISTER
(zuletzt 2018-04-06) を見よ。我々にとって重要なのは、 Garlandus Compotista
と Gerland von Besançon の区別のおかげで、
「1040年以前」という早い年代決
定がもはや維持されないという点である。Yukio Iwakuma, „Vocales“ revisited,
in: Charles S. F. Burnett (Hg.), The Word in Medieval Logic, Theology and
Psychology, Turnhout 2009, S. 81-171; John Marenbon, Logic at the Turn of the
Twelfth Century. A Synthesis, in: Irène Rosier-Catach (Hg.), Arts du langage et
théologie aux confins des XIe et XIIe siècle. Textes, maîtres, débats (Studia
artistarum, Bd. 26), Turnhout 2011, S. 181-217, S. 187. 著者と彼の論文は我々の
文脈に属する。
13

Hermann von Tournai, Liber de restauratione monasterii sancti Martini

Tornacensis, hg. v. Georg Waitz, in: MGH Scriptores (in folio), Bd. 14 (1883), S.
274–327, Liber 1f., S. 274f.
14

諸著作の帰属は、Cédric Giraud/Constant J. Mews, Le „Liber pancrisis“, un
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スーレ』の助けを借りて文法を教えたが、その際この著作を改変して、更に彼
の弟子たちに伝えた。つまりいずれにせよアベラルドゥスに、そしてひょっと
すると後のソワッソン司教ゴスラン（ジョスラン、ガウスレヌス）およびパリ
のアルベリクスにも15。もちろんこれらの学校の外にも、同じ対象を扱い、し
かし社会的位置がまったく異なった学者たちがいた。例えばベックのランフラ
ンクスとアンセルムス16、シャルトルのイヴォ17、また大聖堂学校の教師であっ
たランのアンセルムスなどで、最後の人物のところをアベラルドゥスは最初に
訪れ、そして論争した。彼は聖書の研究者として伝統的方法の枠内で活動して
いたとはいえ、やはり学者として視野に入れられる必要のある人物で、
彼にとっ
て学問は、人生の一部を占める通過点というのではなく、テクストと事物のよ
り良い理解をめぐる絶え間ない戦いであった18。
大量でこのタイプのものとしてはまったく新しかったのは、これらの授業か
ら生まれた書物である。しかしそれを再発見された古代のテクストのルネサン
florilège des Pères et des maitres modernes du XIIe siècle, in: Archivum
Latinitatis Medii Aevi 64 (2006), S. 145-192, S. 178; Rolf Schönberger/Andrés
Quero Sánchez/Brigitte Berges u.a. (Hg.), Repertorium edierter Texte des
Mittelalters aus dem Bereich der Philosophie und angrenzender Gebiete. 4
Bd.e, Berlin 2011, Bd. 2, S. 1653-1655 を参照。
15

A. Grondeux/I. Rosier-Catach, Glosule (2011), S. 146f.; Constant J. Mews,

„Logica“ in the Service of Philosophy. William of Champeaux and his Influence,
in: Rainer Berndt (Hg.), Schrift, Schreiber, Schenker. Studien zur Abtei Sankt
Viktor zu Paris und zu den Viktorinern (Corpus Victorinum-Instrumenta, Bd. 1),
Münster 2005, S. 77-117, S. 112.
16

Alex J. Novikoff, The Medieval Culture of Disputation. Pedagogy, Practice,

and Performance, Philadelphia 2013, S. 34-61.
17

Christof Rolker, Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres (Cambridge

Studies in Medieval Life and Thought 4, Bd. 76), Cambridge 2010.
18

彼の受容の変化については、John C. Wei, The Sentence Collection „Deus

non habet initium vel terminum“ and its Reworking, „Deus itaque summe atque
ineffabiliter bonus“, in: Mediaeval Studies 73 (2011), S. 1-118, v.a. S. 1-4 を参照。
彼についての研究状況を代表するのは、Cédric Giraud, Per verba magistri.
Anselme de Laon et son école au XIIe siècle (Bibliothèque d’histoire culturelle
du Moyen Age, Bd. 8), Turnhout 2010. Vgl. Abaelard/Heloise, Letter Collection,
hg. v. D. Luscombe/B. Radice, S. 525-527.
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スの結果として理解することはできない。これらの新しい仕事が関係した参照
テクストは、既に100年来使われていた。そうしたテクストとは、アリストテ
レスの『範疇論』と『命題論』、およびアリストテレス論理学の主要カテゴリー
を解説することによってそれへの入門書となったポルフュリオスの『イサゴー
ゲ』であった19。これら３つの作品は、まとめて『旧論理学』と呼ばれたが、一
部は初心者向けに教育的に書かれており（ポルフュリオス）
、一部は難解（アリ
ストテレス）であった。既に古代末期の人たちが、『範疇論』というタイトルを
口にしただけで、うぬぼれて頬を膨らます教師たちのことをからかっていた20。
我々がここで問題にしている教師と学生には、これらの作品はボエティウス
の翻訳で知られていた。それらは更に、後期ローマの貴族でギリシア哲学の教
養の媒介者であったこのボエティウス自身に由来する注解作品と個別テーマを
扱った著作によって豊かにされた21。ボエティウスによる翻訳と彼自身の作品
への集中が、980年ごろから1135年ごろまでの時代を、参照テクストの点では
断絶でなく継続の時代、つまり「ボエティウス時代 l’époque boécienne 」とし

19

アリストテレスの論理学文献を含む現存最古の諸写本は、それどころか場合

によってはカール大帝の宮廷に帰されうるかもしれない。Johannes Fried, Karl
der Große, die Artes liberales und die karolingische Renaissance, in: Paul Leo
Butzer/Max Kerner/Walter Oberschelp (Hg.), Charlemagne and his Heritage –
1200 Years of Civilization and Science in Europe. Vol. 1: Scholarship, Worldview
and Understanding, Turnhout 1997, S. 25-43, S. 34f.
20

John Marenbon, The Tradition of Studying the „Categories“ in the Early

Middle Ages (until c. 1200). A Revised Working Catalogue of Glosses,
Commentaries and Treatises, in: Sten Ebbesen/John Marenbon/Paul Thom
(Hg.), Aristotle’s „Categories“ in the Byzantine, Arabic and Latin Traditions,
Copenhagen 2013, S. 139-173; Augustinus, Confessiones, hg. v. Kurt Flasch/
Burkhard Mojsisch, Stuttgart 2009, 4.28.4, S. 54.
21

Christian Vogel, Boethius’ Übersetzungsprojekt. Philosophische Grundlagen

und didaktische Methoden eines spätantiken Wissenstransfers (Episteme in
Bewegung, Bd. 6), Wiesbaden 2016. ラ テ ン 人 の ア リ ス ト テ レ ス philosophus
Latinorum と し て の ボ エ テ ィ ウ ス を 示 す 史 料 箇 所 は Gangolf Schrimpf,
„Philosophia“ – „philosophantes“. Zum Selbstverständnis der vor- und
frühscholastischen Denker, in: Studi Medievali serie terza 23 (1982), S. 697-727,
S. 709 Anm. 32 にある。
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て現れさせるものであった22。それゆえ例えば、新しい学校を運営した教師た
ちは、弁証法が問題となった場合には、既に１世紀前にランスのゲルベルトゥ
ス、つまり皇帝オットー３世の教皇シルヴェステル２世が身をかがめて参照し
たのと同じ論理学の著作について省察したのである23。
文法の学説も同様で、それは伝統的にプリスキアヌスの長く知られた『文法
Institutiones grammaticae』の説明に基づいていた。修辞学の授業は、キケロ
の『発想論 De inventione』と後期ローマの修辞家ガイウス・マリウス・ウィク
トリヌスが著したそれについての注解、および誤ってキケロの作品と見なされ
た『ヘレンニウス弁論書 Rhetorica ad Herennium』に焦点を合わせたもので
あった。同時代人たちをプラトンの思考財に習熟させた諸著作は、それどころ
か既にカロリング期から標準テクストとなっていた。プラトンの『ティマエウ
ス』、キケロの『スキピオの夢』に対するマクロビウスの注解、
『メルクリウス
の哲学との結婚』というタイトルで知られるようになったマルティアヌス・カ
ペッラの百科事典、そして再びボエティウスの作品である『哲学の慰めについ
て』などである。既に述べたように、これらすべての著作は長年よく知られて
いた。しかしそれでも、知の理解とそれとともにテクストとの接し方が、この
時期に一変したのである。
22

John Marenbon, La logique en occident latin (ca. 780 - ca. 1150). Le

programme des études et ses enjeux, in: Julie Brumberg-Chaumont (Hg.), Ad
notitiam ignoti. L’Organon’ dans la „translatio studiorum“ à l’époque d’Albert le
Grand (Studia artistarum, Bd. 37), Turnhout 2013, S. 173-191, 引 用 は S. 179;
Aetas Boetiana については Marie-Dominique Chenu, La théologie au douzième
siècle (Etudes de philosophie médiévale, Bd. 45), Paris 1957, S. 142. Vgl. M. M.
Tweedale, Logic (1988), S. 196.
23

Ebd., S. 196-198. 重要なのはまた、この正典が「非常に難しい著作」であった

ということである。 Norman Kretzmann, Introduction, in: ders./Kenny Anthony/
Jan Pinborg (Hg.), Cambridge History of Later Medieval Philosophy. From the
Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism 1100 - 1600,
Cambridge 1982, S. 1-8, S. 5. 弁証法と修辞学の興隆については、Johannes Fried
(Hg.), Dialektik und Rhetorik im früheren und hohen Mittelalter. Rezeption,
Überlieferung und gesellschaftliche Wirkung antiker Gelehrsamkeit
vornehmlich im 9. und 12. Jahrhundert (Schriften des Historischen Kollegs:
Kolloquien, Bd. 27), München 1997.
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新たに発見されたものへの熱狂ではなく、とりわけボエティウスの注解に対
する不満足感が、より実用的でより安価な諸作品の生産を解き放ったように見
え、そうした作品が、成立しつつあった学問の最初の諸世代にとって特徴的な
ものになった。難しいテクストに注釈をつけること、つまり言語的・内容的な
解説を付すことは、数世紀来行われてきた実践であった。それに対して1070年
代以後成立した諸作品で目に付くのは、いかなる思考の動きも漏らさないよう
な面的な注釈テクニックへの新しい努力で、このテクニックは全体として参照
文献の完全な注解作業へ進む傾向があった。ボエティウスの注解そのものより
もより完全かつ詳細なものへ、である。この実践の基礎にあったのは、まさに
比較的若く経験のない学生の側のテクスト理解に関する不安であったと推測さ
れている。しかしテクスト理解を第一義とする完全な解明への意志は、知的な
エネルギーをも動員した。選択的に手をつけることを、難解で同様にまた表面
的にのみ明白なパッセージを理解しようとする意志によって置き換えること
は、注解者たちを助けて、まったく新たな深さでテクストを解明するようにさ
せたのである24。

24

J. Marenbon, Logic (2011), S. 182-187. 注解諸作品の解明については、とりわ

け岩熊幸夫が彼のウェブサイトで公開している材料を見よ。http://www.s.fpu.
ac.jp/iwakuma/papers/MastersII.pdf (zuletzt 2018-04-14). リストは John Marenbon,
Medieval Latin Commentaries and Glosses on Aristotelian Logical Texts,
Before c. 1150 AD (zuerst 1993), in: ders., Aristotelian Logic, Platonism, and the
Context of Early Medieval Philosophy in the West (Variorum Collected Studies
Series, Bd. 696), Aldershot 2000, Nr. 2, S. 77-140 (Kategorien, De Interpretatione;
Porphyrios) で公表された。Yukio Iwakuma, Alberic of Paris on Mont Ste Geneviève
against Peter Abelard, in: Jakob L. Fink/Heine Hansen/Ana María MoraMárquez (Hg.), Logic and Language in the Middle Ages. A Volume in Honour
of Sten Ebbesen, Leiden 2013, S. 27-47. 新論理学 logica nova については、また
Sten Ebbesen, Medieval Latin Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical
Texts of the Twelfth and Thirteenth Centuries, in: Charles S. F. Burnett (Hg.),
Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical Texts. The Syriac, Arabic
and Medieval Latin Traditions (Warburg Institute Surveys and Texts, Bd. 23),
London 1993, S. 129-177; Neils J. Green-Pedersen, The Tradition of the Topics
in the Middle Ages. The Commentaries on Aristotle’s and Boethius’ „Topics“,
München 1984. 年代決定、特に年代を早くに比定する傾向の増大については、J.
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学校で教師たちは、古代文献の逐語的理解への需要を満足させるようなテク
ストを産出した。その後12世紀もずっと下って1140年代以後になってはじめて、
新たなテクストの「発見」が学問的思考の更なる変化を解き放つ。
『新論理学』
、
特にアリストテレスの『トポス論』が、初めて学者たちに、知の基礎を革命的
に変える「古書」が再発見されたという高揚感をもたらしたのである。
関心が向けられ始めて以来、これら11世紀末と12世紀初めの『旧論理学』へ
の古い注釈作品は、ますます多く知られるようになった。それらの成立を早い
時期に設定し、11世紀の最後の何十年かにあてる傾向は、目下より強まってい
るように見える25。それらの作品のカタログ化と、それ以上にそれらの関連と
依存関係の理解は、繰り返し取り組まれてきた研究上の欠落で、専門家の国際
的集団が従事してきた26。それらのカタログは、ジョン・マレンボン、
岩熊幸男、
Marenbon, Logic (2011), S. 186:「[…] 多くの作品については、11世紀後半から
1120年代のどこかの時点への年代決定が可能である。
」同様に秀逸な、特に初期
に年代決定された諸注解についての説明は、John Marenbon, Logic at the Turn
of the Twelfth Century, in: Dov M. Gabbay/John Woods (Hg.), Handbook of the
History of Logic, Bd. 2: Medieval and Renaissance Logic, Amsterdam 2008, S.
65-81, S. 68-70 には1115年ごろより前に位置づけられる初期の諸作品のリスト
がある。この文献ジャンルのその後の歴史については、Jan-Hendryk de Boer,
Art. „Kommentar“, in: ders./Marian Füssel/Maximilian Schuh (Hg.),
Universitäre Gelehrtenkultur vom 13.-16. Jahrhundert. Ein interdisziplinäres
Quellen- und Methodenhandbuch, Stuttgart 2018, S. 265-318 を参照。
25

こ の 点 に つ い て 模 範 的 な の は、Yukio Iwakuma, Pseudo-Rabanus super

Porphyrium (P3), in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age
75 (2008), S. 43-196. S. 52 u. 55で岩熊は、この注解を先行研究よりも早い年代に
比定している。
26

数 年 前 に 論 集 Irène Rosier-Catach (Hg.), Arts du langage et théologie aux

confins des XIe et XIIe siècle. Textes, maîtres, débats (Studia artistarum, Bd.
26), Turnhout 2011 が状況を描写した。ジョン・マレンボンによるアリストテ
レス論理学に関する1150年より前の注釈と注解のリスト化は、既に1993年時点
の状態で印象的な長さであったが、８年後の再版の際には著しく補充され修正
されねばならなかった。J. Marenbon, Commentaries (2000). 2007年にもなおマ
レンボンは、1150年以前に位置づけられうる100以上の知られている注解のう
ちで、
確実に1090年以前に年代決定されうるものは一つもないと書いていたが、
前述の Rosier-Catach 編集の論集を考えれば、新版においてはおそらくもはや
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イレーネ・ロジエ＝カタク、アンヌ・グロンデュ、セドリック・ジロー、コン
スタン・メヴスなどのような専門家によって書き進められ区分されている。
それらの理解を妨げる最大の要因が、それらを近代の著者ないし作品コンセ
プトを前提として理解しようとすることであるという点が、そこでは明らかに
なっている。というのは、ペトルス・アベラルドゥス自身の著作より前にはす
べて匿名で伝わっているこれらの作品は、個人という考えからでなく、常に進
展するコミュニケーションから生じたからである27。そうしたコミュニケー
ション自体がまた、それぞれの教師の共同体の内部で学生たちとの間で同時的
なレベルで起き、通時的なレベルでは届けられたテクストを弟子が受取ること
によって起き、その弟子がいつか彼自身の聴衆団を築いたのである。教えある
いは学ぶ者は、既存の諸作品を手にとり（例えば、既にいわゆる『グロスーレ』
で我々が観察し得たように）、それらをモディファイし、それらに付加し、そ
れらを自分の教説で使った。こうした作品は直線的にでなく層をなして成立し
たのである28。そこで方向付けを提供したのは、アリストテレス、ポルフュリ
オス、あるいはボエティウスの注釈を付された一次テクストの構成を維持する
という実践で、しかもそれは新しい諸作品が論文や入門的著作（Introductiones）
に成長した場合でも、そうだったのである29。
ジョン・マレンボンはこれらのテクストの適切な理解を明確にした。これら
の論理学コメンタールは、ある特定の著者が責任を負い原著者の意図を出来る

そうは書かないことであろう。 J. Marenbon, Philosophy (2007), S. 132.
27

学者としてのアベラルドゥスとの取り組みは、かつて彼の神学的な諸判断を

この伝統の中に位置づけることから始まった。Heinrich Denifle, Die Sentenzen
Abaelards und die Bearbeitungen seiner Theologia vor Mitte des 12.
Jahrhunderts, in: Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters
1 (1885), S. 402-469, 584-624.
28

例としては再びいわゆる偽ラバヌスがある。Y. Iwakuma, Pseudo-Rabanus

(2008), S. 55 を参照。やはりイサゴーゲに対するボエティウスの注解を引くポル
フュリオス注解は、岩熊によればシャンポーのグィレルムスに由来するが、２
つのヴァージョン（パリ写本とアッシジ写本）の相違はグィレルムスの弟子た
ちにその責任があるという。
29

ひょっとしたら前述のパリのロベルトゥスに帰されうるかもしれないリモー

ジュの論文については、J. Marenbon, Logic (2011), S. 186-193.
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だけ忠実に再現するような文献ではなく、教材であり同時代の教育実践の記録
でもあった。そのようなものとして、それらは複数の教師の講義から生まれる
・・・
こともありえた。というのも、教師および生徒たちは明らかに、他人のコメン
タールを利用し、補足し、改変することは全く自由だと感じていたからである。
彼らは、マレンボンによれば、「本質的に匿名」であった。つまり我々後に生
まれた者たちに残念ながら創始者の名が知られていないという世間一般の意味
での匿名というのではなく、そうした創始者がそもそも一度も存在したことが
・・・
なかったという限りにおいて匿名であったのである。「それらは一人の著者を
持たなかった」のである！ 30
改変の背後にはしばしば、彼らの報告記録を改訂した弟子たちがいたようで
ある。今日我々が、このずれを例えば対照表的な印刷で十分に視覚化している
・・・・
ような刊本を参照することができる場合には、弟子たちが教師の原本にいかに
創造的に接したかを評価することができる31。
「これは ... グイレルムスによる導
入である」とか「G. パガネッルス師による弁証法への導入」などといった注記
は、こうした成立の仕方の痕跡である32。これらのテクストは、あたかも、互
いに複数の筆写・改訂行程を歩き回り縦横に動いたようないくつもの層から築
き上げられているかのように、理解されなければならない。つまり、アリスト
テレスとポルフュリオスに基づいたボエティウスのテクストの広い層があり、
・・
そして互いに関連ししかし相互に浸透しあった形で、学校メンバーの複数の世
代による同時代の補足があるというわけである33。

30

Ebd., S. 197.

31

例えば Y. Iwakuma, Pseudo-Rabanus (2008), z.B. S. 85f. を参照。そこでは、

下敷き Vorlage が次のように警告している。注意、
「類 genus」と「種 species」
という概念は多層的な意味を持つ、と。師は３つのそうした意味 significationes
を挙げていたが、パリ写本の著者はそれを正確に受け取り、説明を始めている。
32

Klaus Jacobi, William of Champeaux. Remarks on the Tradition in the

Manuscripts, in: Irène Rosier-Catach (Hg.), Arts du langage et théologie aux
confins des XIe et XIIe siècle. Textes, maîtres, débats (Studia artistarum, Bd.
26), Turnhout 2011, S. 261-271, S. 263f.
33

こ の 経 過 の き わ め て 簡 潔 な 叙 述 が John Marenbon, Abelard in Four

Dimensions. A Twelfth-Century Philosopher in His Context and Ours, Notre
Dame 2013, S. 25-27 にある。
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いたずら者たちにとっては、彼らの観念にしたがってテクストを補充するよ
い機会であった。彼らの追加や例は、場合によってはまず欄外に付加されたか
もしれないが、後の写本では本文に入り込んだ。„utrumlibet（２つのうちのど
ちらの場合でも）“ はこのような状況のもとで、以下のような例に即して解説
された。「彼女は性交するだろう haec futuet ／彼女は性交しないだろう」
、
「ペ
トルスはドアを閉める／ペトルスはドアを閉めない」
、
「ペトルスは便所に落ち
る／ペトルスは便所に落ちない」。前者が本当らしい、と後進の哲学者は補足
し て い る。 ペ ト ル ス は 小 さ く、 我 慢 強 さ は 大 き い か ら で あ る。 我 慢 強 さ
longanimitas は、誰かにとって便所へ行くことに長い時間がかかることの学生
スラングなのだろうか。「「ソクラテスは読む」、「G は性交する」といったよう
にしか論述できない動詞が存在することに注意せよ。
」明らかに、ある学生が、
伝統的なソクラテスの例の後に、いかにメッセージをよりわかりやすく伝えう
るかという熱烈な考えを追求したのであった。それゆえテクストのただ中でま
た、学者アダムがまさに物音を立てたことが、確認されるのである。「アダム
が放屁した Adam pepedit」34。
これらの新しい実践は端緒的な形でしか再構成できないとはいえ、
それでも、
やがて学問的思考を形成することになったようないくつかの要素を認識するこ
・
とができる。これらの革新の最初のものは、注釈と注解のなかに認められる自
・・・・ ・・・
己参照性と反省性の程度に存した。後に眺めることができるように、アベラル
ドゥス時代には確立していたものであった。自己参照性と反省性は論理学の教
説に現れていたが、その基礎的機能ゆえに広く関連を持つものになった。アリ
ストテレスが『命題論』で言語を題材にしたということは明らかであった。し
かし彼の他の諸著作はどうだったであろうか。ポルフュリオスの
『イサゴーゲ』
を通じてそれらに接近した（それは教育的に意味のあるルートであったが）者
は、すぐその導入部である問題を示されるが、それはちょっと手を付けられた
34

Yukio Iwakuma, Pierre Abélard et Guillaume de Champeaux dans les

premières années du XIIe siècle. Une étude préliminaire, in: Joël Biard (Hg.),
Langage, sciences, philosophie au XIIe siècle, Paris 1999, S. 93-123, S. 95-97;
Christopher J. Martin, A Note on the Attribution of the „Litteral Glosses“ in
Paris, BnF, lat. 13368 to Peter Abaelard, in: Irène Rosier-Catach (Hg.), Arts du
langage et théologie aux confins des XIe et XIIe siècle. Textes, maîtres, débats
(Studia artistarum, Bd. 26), Turnhout 2011, S. 605-646, S. 643-645.
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だけで、その後未解決のままにされている。しかも、ポルフュリオスの言うと
ころでは、教科書にとっては余りにやっかいであるからだというのである。す
なわち、アリストテレスが類 genera ないし種 species について語っていると
き、彼は言語外的な現実の中に実際に存在していた量のことを言っているのか、
それとも純粋に言語的なコンセプトのことを言っているのかという問題であ
る35。伝統的かつ直観的には、同時代人たちにとって明らかに、論理学は現実
の事物（res）にかかわるというのが正しいように見えた。講義がこの前提に従
う場合、同時代人たちは、事物における（in re）弁証法が教えられていると言っ
ていた。
しかしまさにこの立場が普通の道としてとおっていたので、反対の想定から
出発した他の諸学校が学生の好奇心を引き付けた。そうした学校は、もしかす
ると1070年代に、しかし遅くとも1080年代には存在が知られている。そこでは、
類と種は声 voces であり、つまり純粋に言語的なコンセプトであった。弁証法
が（そう言われていたように）in voce で教えられた場合、生徒は、この学科が
現実の事物を説明するものではないことを学んだ。そうではなく、それは、現
・・・・・
実の言語的再現について省察するために存在するのであった。この種の弁証法

35

Porphyrius, Isagoge, Texte grec, translatio Boethii, traduction, hg. v. Alain de

Libera/Alain Philippe Segonds, Paris 1998, Introd. c. 2 (ed. de Libera, S. 1): Mox
de generibus ac speciebus illud quidem, sive subsistunt sive in solis nudis
purisque intellectibus posita sunt sive subsistentia corporalia sunt an
incorporalia, et utrum separata an in sensibilibus et circa ea constantia, dicere
recusabo. Altissimum enim est huiusmodi negotium et maioris egens
inquisitionis. 形而上的な問題である、普遍の存在に対する問いとこの問題とを
取り違えてはならない。この問題を形而上的なものへ向けた（
「およそ普遍的な
諸概念が存在するか？」
）のは、アベラルドゥスが最初である。これらの立場を
概念的に互いに分離するために、ここで議論されている問題は、やや回りくど
く「プロト唯声論 Proto-Vokalismus」と呼ばれている。この点について規準を
与えたのは、Y. Iwakuma, Vocales (2009) であったが、そこで岩熊は、彼の以
前 の ア プ ロ ー チ に 対 す る マ レ ン ボ ン の 介 入 に 反 応 し た の で あ る。John
Marenbon, Life, Milieu, and Intellectual Contexts, in: Jeffrey E. Brower/Kevin
Guilfoy (Hg.), The Cambridge Companion to Abelard, Cambridge 2004, S. 13144, v.a. S. 26-34 で、ここでは普遍問題との関連も論じられている。Yukio
Iwakuma, „Vocales“ or Early Nominalists, in: Traditio 47 (1992), S. 37-111.
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は、類に注目することで動物ではなく「動物」というコンセプトを扱い、種に
関しては人間でなく「人間」というコンセプトを扱うのであった。この意味に
おいて、最初に紹介した年代記は、この思考様式の見かけ上最も早期の代表者
である教師ヨハネスについて、彼は論理学は言語についての学問である（qui
artem sophisticam vocalem esse disseruit）と教えたと語っている。そこで声
vox が使われていることは、それどころか言語化という行為そのものを指示し
ていた。つまり、武器庫としてでなく実践としての言語、「ラング langue」で
なく「パロール parole」としての言語である。
ポルフュリオスの『イサゴーゲ』を解明した同時代の諸作品においては、新
しい（in voce）立場の到来が非常に客観的かつ淡々と記録されているのが見ら
れる。それに対して、その他の証言、例えばバンベルクに伝わる教師ロスケリ
ヌスとランのアルヌルフスに向けられた既述の風刺は、それについてむしろか
らかっている。つまり、論理学は言語に縮減されてしまうことに抵抗し、アリ
ストテレスは、彼から掠め取られ音（voces）だと宣言された事物（res）ゆえに
声高に訴え、ポルフュリオスは彼の読者が彼から彼の物（res）を取り去るがゆ
えに、ため息をつく、というのである36。カンタベリのアンセルムスにおいて
はもう既に、同じことがより厳しく述べられた。彼は1090年代の初めにロスケ
リヌスを「全宇宙は声によって作り出された微風に他ならないと見なす」よう
な、そしてそれゆえ宗教的な事柄に関する議論から遠ざけられるべきであるよ
うな「異端弁証法学者」の一人に数えた37。この立場がもっと切迫した諸問題に
よって覆われてしまって久しい12世紀中頃になってもなお、フライジングの
オットーとソールズベリのヨハネスはこの理論とその代表者としてのロスケリ

36

Y. Iwakuma, Vocales (1992), S. 43-45 に引用されている。

37

Anselm von Canterbury, Opera omnia (6 Bd.e in 2 Bd.en), hg. v. Franz

Salesius Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt 1968［注における巻数とページ数は
本来の６巻本 Seckau/Rom/Edinburgh 1938-1961 による］
．Bd. 1, S. 285,4 (Epistola
de incarnatione verbi, prior recensio): Illi utique dialectici, qui non nisi flatum
vocis putant universales esse substantias, et qui colorem non aliud queunt
intelligere quam corpus, nec sapientiam hominis aliud quam animam, prorsus a
spiritualium quaestionum disputatione sunt exsufflandi. これについては、ebd., S.
289,17 u. Bd. 2 (Epistola de incarnatione verbi), S. 9,20. 更に C. J. Mews, Reason
(2002), 6 – S. 55-98; 7 – S. 4-34 も参照。
北法69（5・59）1375

［124］

資

料

ヌスを想起したのである38。
二つの正反対の立場の成立は、したがって更なる発展にとって示導的なもの
であった。弁証法は現実の学問なのか、それとも言語の学問なのか？

これら

二つのパラダイムは、高等な知そのものに関係していたのであり、知の対象に
ではなかった。知は「自己省察的次元」を獲得し、この次元は学校におけるコミュ
ニケーションの中でただちに生きた実践へと転化し、
忠誠と一線を画する態度、
同盟と敵対関係のきっかけとなった。二つの立場は生活世界における意義をと
りわけ、それぞれの対抗する立場が存するという事情から引き出していたよう
に見える。
「他者化 othering」による自己確認がその帰結で、高等な知は、競
合する立場について語られる過程で、反省的なものとなったのである。
それが成立しつつあった学問的領域をその初期の局面において構造化したと
いうこの理由により、反対派は後続世代の記憶にも入り込んだ。リールでライ
ンベルトゥスという名の教師が in voce の弁証法を教え始めた時、ある歴史叙
述者の語るところでは、近くのトゥールネイの生徒たちが不穏な状態になった。
というのもそこでは教師オド（みずから教師オダルドゥスと名乗っていた）が
in re の伝統を守って教えていたからである。生徒たちはいつもながらのメイ
ンストリームよりも新しい立場をより面白く感じたようである。騒ぎは拡大し
た。正しいのは誰か？

ラインベルトゥスの方向は、
ある党派的な報告者によっ

て当節はやりのがらくたと誹謗され、語られたところでは、一人の都市で知ら
れた見者、聾唖者が判定者として呼び出された。見者は身振りで、オドの保守
的な in re の立場のほうが堅固で、ラインベルトゥスの in voce の教説はそれ
に対して浅薄なナンセンスだと知らせた。オドの立場について彼は、自分の右

38

Otto von Freising/Rahewin, Die Taten Friedrichs oder richtiger Cronica, hg.

v. Adolf Schmidt/Franz-Josef Schmale (Ausgewählte Quellen zur deutschen
Geschichte des Mittelalters – Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 17),
Darmstadt 1965, 1.50, S. 224,29: Roscelin, qui primus nostris temporibus in
logica sententiam vocum instituit […]; Johann von Salisbury, Metalogicon, hg. v.
J. B. Hall/K. S. B. Keats-Rohan (CCCM, Bd. 98), Turnhout 1991, 2.17.18, S. 81. も
ちろんヨハネスにとっては新論理学 logica nova（より正確にはトポス論）以前
のあらゆる立場が時代遅れに見えたに違いない。それなくしては、方法にした
がう代わりに偶然の論理によって議論しているのだから（Nam sine eo non
disputatur arte, sed casu）
。Ebd., 3.10, S. 130-139, 引用は 3.10.27, S. 131.
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手の指を犂のようにして左の手の平の上へ引いた。100％正しいのだから
（doctrinam eius esse rectissimam）オドの教説は深遠だというのである。おそ
らくラインベルトゥスはその場にいなかったので、彼は続いて指でリールのほ
うを示し、手を口に当てて息を吹きつけ、それによって「教師ラインベルトゥ
スの教説はほら吹きの冗舌に他ならない」ことを知らせたのである39。学問と同
様に、そのより抽象的な立場に対する嘲りも古くから存在するわけである。
自らの行為に対する反省的な態度の構成要素はつまり、自分の師が採る立場
に対して別の選択肢が存在するという意識であった。アルベリクス・デ・モン
テの学校では12世紀中頃に、師が彼の基本諸原理（principales positiones）にお
いてアベラルドゥスと違っているという意識が重要な役割を果たすことにな
る。リストには、自らの師に特徴的と見なされた教義が添えられている。「我
らの師アルベリクスの見解について」という表題のもとに、例えば次のように
書かれている。
「それゆえ以下のことが知られるべきである。我々の見解の14
の主要な原理が存するが、そのうち５つは仮定的な、９つは範疇的な［前提］
から成っている。
」暗示されているだけとはいえ、続く文章はその意味を、こ
こではアベラルドゥスに反対して向けられた教説がスケッチされているという
意識から引き出している40。
知の秩序における第二の革新は、知の紀律的な秩序が次第に発見されてきた
という点に関わっていた。さまざまな知の領域があり、それらが異なる仕方で
活動しさまざまな方法で異なる前提条件に従っているということは、共有され
ていた。誤ってそう考えられている反弁証法論者たちは、世紀の中頃以来、論
理学や自然哲学が神の全能性という問題に手を付け始めたのに対して、人間の
知の限界を想起させていた。論理学的な人間理解と、
神の啓示に近づこうとし、
それゆえ問いを発する人間の信仰を前提条件とする知とのこの関係は、将来的
にも難しい領域であり続け、知の受容ないし非受容の試金石となることもしば

39

Hermann von Tournai, Liber 2, S. 275, 13-38. この逸話は Scott G. Bruce, Silence

and Sign Language in Medieval Monasticism. The Cluniac Tradition, c. 9001200, Cambridge 2007, S. 175 で扱われている。
40

Y. Iwakuma, Alberic (2013), S. 30f.: Unde sciendum est quod principales

nostrae sententiae positiones sunt quatuordecim, quarum quinque consistent in
hypotheticis, novem in categoricis. 対応する諸原理が後に続いている。
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しばであったが、最良の場合には、我々がペトルス・ダミアニの例に見るよう
に、大きな知的挑戦であった。そのような諸矛盾を解消する標準的な方法は、
諸学問相互の内部関係における学問の上下秩序にあった。
受容されるためには、
弁証法は目に見える形で神学に対して奉仕する関係にあるということが必要で
あった。
これほど激しくなく、負荷がかかっているわけでもない専門知の相対性に関
する省察は、「トリヴィアルな」諸学問の分化において始まった。つまり、そ
れほど危険でなく、そう簡単には精神の完全動員へと人を煽り立てないような
分野においてである。オルレアンに由来するある写本で伝承されている28の論
理学に関する作品のうちの一つにおいて、匿名の学生が、シャンポーのグイレ
ルムスがボエティウスの論文の中のテクスト箇所について教えていたことに以
下のような注釈を付している41。
「しかしグイレルムス師は言う。すべての前提と［すべての］問いには二
通りの意味がある。文法的な意味と論理学的な意味である。例えば「ソク
ラテスは白い」は、「ソクラテスは白い事物である」という文法的な意味と
「白はソクラテスにその根拠を持つ」という論理学的な意味を持つ。
更に
「ソ
クラテスは人か人でないか」という問いは、それが本来生じさせる文法的
な意味と「述語は主語に内在するか」という論理学的な意味を持つ。この
後の意味は、ボエティウスによれば、すべての述語的な問いに共通なので
41

テクスト箇所は、Boethius, De differentiis topicis, in: Migne, Patrologia Latina,

Bd. 64, Sp. 1173–1216, 1, Sp. 1177B. 注釈は Neils J. Green-Pedersen, William of
Champeaux on Boethius’ „Topics“ according to Orléans Bibl. Mun. 266, in:
Cahiers du Moyen-Âge grec et latin 13 (1974), S. 13-30, S. 21f.: Magister tamen
W dicit unamquamque propositionem et quaestionem habere duos sensus:
unum grammaticum et alium dialecticum. Verbi gratia „Socrates est albus“
habet hunc grammaticum „Socrates est alba res“ et hunc dialecticum „albedo
inhaeret Socrati“. Et iterum haec quaestio „utrum Socrates est homo vel non
est homo“ habet illum grammaticum quem proprie generat, et hunc dialecticum
„utrum praedicatum inhaerat subiecto“, quem hic dicit Boethius esse
communem omnibus praedicativis quaestionibus. 師の名は注釈のうちの一つで
は「W.」でなく「Wille.」と略されている。更に、ここで代表されている立場は、
アベラルドゥスによって彼の以前の師であったシャンポーのグイレルムスに帰
されている。ebd. u. S. 15を参照。この点については、以下の論述を見よ。
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ある。」
グイレルムスは明らかに、彼の講義の中で、ボエティウスのこの箇所に異を
唱えた。事物はより複雑なのであって、文法と弁証法は同じ言明を観察しても
さまざまなものを見るのだ、というのである。彼の弟子たちはこの教説を一部
は受け入れ、一部は受け入れなかった。アベラルドゥスは後に、前提の二つの
区別された「意味」からすべからく出発していた、グイレルムスの「取り巻き
たち」を想起した42。しかし、彼の注釈作品に注記した聴き手は、この教説をそ
れと結びついた含意のゆえに拒否した。それが当たっているなら、彼が言うと
ころでは、場合によってはもっと多くのそうした意味が存在するのであり、つ
まり４つの意味がありうる。文法的意味と弁証法的意味の他に、物理的意味と
倫理的意味がある43。「物理的」と「倫理的」は、そうすると哲学 philosophia の
・・・・
すべての領域が考慮されねばならないということを示すために、よく考えて選
ばれていた44。これは以下のことを意味した。つまり、文法的な意味と論理学
的な意味が区別されるのであれば、すべての専門分野はそれ自身の概念と論理

42

Abaelard, Scritti filosofici, hg. v. Mario dal Pra (Nuova Biblioteca Filosofica,

ser. 2, Bd. 3), Rom/Mailand 1954, S. 271, 38 (Super topica glossae): Et profecto
praeceptor noster Willelmus ejusque sequaces duos sensus tam in
propositionibus quam in quaestionibus assignabant. Quorum unum
grammaticum, alterum dialecticum appellabant. Dicebant enim quod cum
dicitur „Socrates est albus”, alia est coniunctio rerum quam grammatici, alia
quam attendant dialectici.
43

N. J. Green-Pedersen, William (1974), S. 22. この立場が、Green-Pedersen が主

張したように、
「人を承服させるというよりはもっと面白い」ものなのかどうか
は、ここではおくことにしよう。
44

例えば同時代の偽ラバヌスがそうしているが、そのイサゴーゲ注解は場合に

よってはそれ自体グィレルムスの教説の産物であったかもしれない。Dividitur
enim philosophia in tres partes: physicam, ethicam, logicam. Y. Iwakuma,
Pseudo-Rabanus (2008), S. 68. 物理的、倫理的、論理的という哲学の３区分とそ
れ に 対 す る も ろ も ろ の 対 案 に つ い て は、Yukio Iwakuma, The Division of
Philosophy and the Place of the Trivium from the 9th to the Mid-12th
Centuries, in: Sten Ebbesen/Russell L. Friedman (Hg.), Medieval Analyses in
Language and Cognition. Acts of the Symposium of The Copenhagen School of
Medieval Philosophy, January 10-13, 1996, Kopenhagen 1999, S. 165-189, S. 166.
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に従っていると想定しなければならないのではないか、ということである。そ
して実際、未来はまさにこの想定に属することになる。12・13世紀の諸学問教
説、例えばアル・ファラービーに触発されたスペイン人ドミンゴ・グンサルヴィ
（ドミニクス・グンディッサリヌス）のそれは、まさにこの考え方の上に築か
れることになる。それらは、専門分野それぞれの対象、諸部分、課題、目標、
道具、参照テクスト等を解説することによって、専門分野への導入を行うこと
になるであろう45。
「すべての学問はそれぞれ自身の基礎としてのみずからの規
則に基づいている」とグイレルムスから100年後にリールのアラヌスは確認す
ることになる。「完全に人間の満足と意志のうちにある文法と、人間の設定だ
けに存するような規則を除いて、他のすべての学問は自身の規則を持っており、
それらの規則を基礎とし、安全な境界のようにそれらの規則によって取り囲ま
れている46。
」
そのように考えると、専門分野の視角の交錯から認識上の利益を得ることも

45

典型的な例は Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae – Über die

Einteilung der Philosophie, hg. v. Alexander Fidora/Dorothée Werner (Herders
Bibliothek der Philosophie des Mittelalters, Bd. 11), Freiburg i. Br./Basel/Wien
2007. 基礎にある図式については、Alexander Fidora, Die Wissenschaftstheorie
des Dominicus Gundissalinus. Voraussetzungen und Konsequenzen des zweiten
Anfangs der aristotelischen Philosophie im 12. Jahrhundert (Wissenskultur und
gesellschaftlicher Wandel, Bd. 6), Berlin 2003. 活発に研究されてきたテーマであ
る、当時の学問論については、Frank Rexroth, Wahr oder nützlich? Epistemische
Ordnung und institutionelle Praxis an den Universitäten des 13. und 14.
Jahrhunderts, in: Andreas Speer/Andreas Berger (Hg.), Wissenschaft mit
Zukunft. Die „alte“ Kölner Universität im Kontext der europäischen
Universitätsgeschichte (Studien zur Geschichte der Universität Köln, Bd. 19),
Köln 2016, S. 87-114, S. 94-96 および注にある文献指示を見よ。
46

Alanus ab Insulis, Regulae theologiae, hg. v. Andreas Niederberger/Miriam

Pahlsmeier (Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters, Bd. 20),
Freiburg i. Br. 2009, S. 48: Omnis scientia suis nititur regulis velut propriis
fundamentis et, ut de gramatica taceamus quae tota est in hominum
beneplacitis et voluntate et de eius regulis quae sunt in sola hominum positione,
cetere scientiae proprias habent regulas quibus nituntur et quasi quibusdam
certis terminis clauduntur.
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可能となった。プリスキアヌスの文法を弁証法の眼鏡を通して観察したならば、
何が起きたであろうか？

つまり、例えば文法的な人（一人称単数としての

「私」
）を弁証法的な観察方法に服せしめ、この私は realiter に理解されるのか
vocaliter に理解されるのかという、そこに存する緊張を研究した場合に、ど
うなったであろうか？

既に述べた『グロスーレ』の匿名著者はこの見方に魅

了され、そして明らかに彼の魅惑は、この作品を授業で使用し、これについて
省察した一連の教師と生徒に伝わっていった47。文法と弁証法の関係はそれを
通じて変化した。文法は弁証法にほとんど統合され、しかしそれによって同時
に、真実の認識にあたって新しい役割を割り当てられた。「文法はちょうどそ
の類へと同じように論理学に帰される」のである48。
そうした「越境的」省察は、文法の参照テクストと弁証法のそれとの分離の
意識だけでなく、問いと見方の相違の意識をも前提としていた。しかしこのよ
・・・
うにして、そうした省察は、認識の進歩だけでなく、認識の進歩の可能性への
感受性をも可能とした。そのように作業すれば、人はボエティウスを、いやそ
れどころかアリストテレスをも越えて先へ進むことができたのである。
「新し
い」著者たちは、「古い」著者たちには考えられなかったであろうような立場を
採ることができた49。知の進歩は解釈と理解の進歩として理解されたのである。
・・・・・・・・・・・
それによって、高等な知と接することには新しい時間インデックスが与えら
れた。ここで、既にリチャード・サザンが観察したような「古い」と「新しい」
ないし「若い」の概念の遷移が始まる。「若い人たち moderni」として、それま

47

C. J. Mews, Reason (2002), 7 – S. 4-34, 本文で挙げられた例については、S.

12-16を参照。
『グロスーレ』に関する研究については、前掲注６を参照。
48

Margaret Gibson, The Early Scholastic „Glosule“ to Priscian, „Institutiones

Grammaticae“. The Text and its Influence, in: Studi Medievali 20 (1979), S. 237254, S. 250,54. ヴォカリストの学問論において文法が論理学の一部であったこと
については、Y. Iwakuma, Division (1999), v.a. S. 178.
49

弟子の一人が報告しているように、
アベラルドゥスはこの立場を教えていた。

Johannes von Salisbury, Metalogicon (wie Anm. 38), 3.4.34, S. 116: Dixisse recolo
Peripateticum Palatinum quod uerum arbitror, quia facile esset aliquem nostri
temporis librum de hac arte componere, qui nullo antiquorum quod ad
conceptionem ueri, uel ad elegantiam uerbi esset inferior. Sed ut auctoritatis
fauorem sortiretur, aut impossibile aut difficillimum.
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では、古代・異教的および教父の著者と現在との間の仲介者として機能してい
た著者たちを、たとえ彼らが３・４世紀前に生きていた場合であっても、呼ん
でいた。しかし今や、11世紀の終わりには、２世代前の教師たちが、たとえ彼
らの意見が前述の注釈作品において不明瞭にしか現れず、古典的な意味での一
つ の 作 品 と 言 え な い よ う な 場 合 で も、moderni と 呼 ば れ 始 め た。 若 い
modernus という概念は現在に近づき、同時代人、最近死んだ人たち、そして
明らかな形で現在と関連性を持った著者たちの教説と著作を指すようになっ
た。彼らはごく最近に生き活動していたのである。Antiqui と moderni の境界
・・・・
は、どの著作、どの作品が現時点で特別な注目に値するかを示す
「動く壁」
になっ
た50。
遅くとも1099年に書かれたに違いないテオドゥル注解は、「新しい moderni」
文献注解はもはや「古い antiqui」それの基準によって構造化されておらず、そ
れらは自身のパラメーターを優先し、それによってより多くの成功を収めるの
であると宣言している。うやうやしく、この注解の著者ユトレヒトのベルンハ
ルドゥスは「古人」と「近人」の権威を衡量し、結果として後者の優越を確認し
ている。それでも、プリスキアヌスが既に、人間は若いときのほうが老年より
もよく見える（tanto iuniores, quanto perspicatiores）と言っていた。このメタ
ファーは二重の意味を持ったとはいえ、以後これは、同時代人が尊敬すべき伝
統の業績をも凌駕しうるという意味でも使われていく51。こうして写本には、
・・・・
同時代の教師たちの名詞化された動詞に関する見解はどのようなものであった
かが、まとめられることになったのだと思われる52。
そしてグイレルムスの弟子の一人はある注釈作品の中で次のように注記し

50

R. W. Southern, Humanism (1995), S. 185-189.

51

Accessus ad auctores: Bernard d’Utrecht, Conrad d’Hirsau: Dialogus super

auctores, hg. v. Robert B. C. Huygens, Leiden 1970, S. 66,203: […] moderni […],
qui quanto tempore posteriores, tanto indagatione sunt discretiores. これについ
ては C. J. Mews, Logica (2005), S. 97f.; プリスキアヌスの定式については、Hubert
Silvestre, „Quanto juniores, tanto perspicaciores“. Antécédents à la Querelle des
Anciens et des Modernes, in: Recueil commémoratif du Xe anniversaire de la
Faculté de Philosophie et Lettres (Publication de l’Université Lovanium de
Kinshasa, Bd. 23), Louvain 1968, S. 231-255.
52

C. J. Mews, Logica (2005), S. 101.
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た。グイレルムス師は、ボエティウスの「箇所」を論じる際に、ボエティウス
が知るよりももっと多くの「箇所」があるとコメントし、
一覧を付け加えた、
と。
二人のうち一人がここではうそをついているに違いないと、これについて弟子
は言っているが（Aut hic mentitur Boethius aut magister W）
、しかしすぐに
急いで、これについても二つの意見が存するとしている。「しかし、何人かの
者たちが言うには、ボエティウスもグイレルムス師もうそをついていない。と
いうのもボエティウスはこの本の中で、彼の時代に使われていた「箇所」のみ
を扱ったのであり、それに対してグイレルムス師は［まさに］別の「箇所」のこ
とを語っているのである。」これは、歴史性というまったく別の指導原理によっ
て真実に関する言説を論じるという方法の端緒なのであろうか？

いずれにせ

よこれは、知とそれを開発するための技術がこの新しい時間インデックスに
・・
従って変化しただけでなく、この種の変化に関する意識が学問的思考そのもの
の一部になった、ということを証言しているのである。
新しい知の秩序における最後の変化は、しかしそれによってはまだ起きてい
ない。グイレルムスの弟子が、ボエティウスの「箇所」に関する言明で師が「う
そをついた」かどうかを省察したとき、彼が用いたのは習い覚えた意味論で、
それは学者の反論がうそ、罪、倫理的あやまちをめぐる語分野から取ってきた
ものであり、我々が既にみた「英雄たち」についても知っているところであ
る53。その著作『ヴォルフヘルム駁論』において聖堂参事会員マネゴルトはこの

53

更なる例として、
「それゆえアリストテレスは彼の著書においてうそをつい

ているが、これは普通でないことである。
」Y. Iwakuma, Masters Named in the
Logical Texts After ca. 1120, http://www.s.fpu.ac.jp/iwakuma/papers/
MastersII.pdf. [zuletzt 2018-04-06], (o.D.), zu 13.40.「ある者が「ソクラテスは人間
である。プラトンは哲学者である。そして太陽は天にあるのではない。
」と言う
ならば、
その者はうそをついている。
」Ebd. zu 15.13. また ebd. zu 17.25 も参照。
生活実践上の必要なうそが一つランのアンセルムスの弟子たちによって報告さ
れている。すなわち、彼らの師が死んだとき、弟子たちは、師の母が苦痛を生
き延びられないのではないかという恐れから、３日間彼女に師の死を秘した。
弟子たちは、師は大司教のもとへ行っているといううそをついた。C. Giraud,
Anselm of Laon in the Twelfth-Century Schools. Between fama and memoria,
in: Lucie Doležalová (Hg.), The Making of Memory in the Middle Ages, Leiden
2010, S. 328-346, S. 338.
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語彙を広く用い、それどころか彼は誤りを異端と結びつけていた54。他の者た
ちは、彼らがトゥールのベレンガリウスと論争した際、彼の立場の信用を失わ
せるために、彼の倫理的潔白さと精神的能力を疑問視していた55。
「ベレンガリ
ウスとその追従者たちの汚らわしい声に反対する」論駁は、およそ彼らの倫理
的欠陥に対する論難を含んでいた56。カンタベリのアンセルムスは、三位一体
に関するロスケリヌスの見解を、能無しの不毛な考えであるかのように、コメ
ントした。そしてアンセルムスは、教皇ウルバヌス２世を介入させた。念には
念をというわけである。この問題について以後数年ロスケリヌスのことは聞か
れなくなった57。アベラルドゥスその人も、彼の師ロスケリヌスのある一定の
確信を、あたかもその創始者が病的なケースであったことが判明したかのよう
に、描くことになる58。
この種のことを、自らによって管理された知を変化しうるまた議論されうる
ものととらえる学問は、行うことができなかった。より意味があったのは、語
られたものについての真実性の判定とそれを語る者に関する倫理的判定との間
に境界線を引くことであった。確かに方法的な「厳密さ rigor」に固執するが、
しかしそこで人はそれでも間違えるという行為をすることができるという空間

54

Manegold von Lautenbach, Liber contra Wolfelmum, hg. v. W. Hartmann,

(MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. 8), Weimar 1972, 6, S.
54-57.
55

Guitmund von Aversa, De corporis et sanguinis Christi veritate in eucharistia

libri tres, in: Migne, Patrologia Latina, Bd. 149, Sp. 1427–1494, 1, Sp. 1427C.
56

Robert Somerville, The Case against Berengar of Tours. A New Text, in:

Studi Gregoriani 9 (1972), S. 55-75, S. 58: Contra spurcissimas Berengarii ejusque
successorum voces.
57

Anselm von Canterbury, Opera omnia, Bd. 2 (Epistola de incarnatione verbi),

S. 3-10. Constant J. Mews/Clare Monagle, Theological Dispute and the Conciliar
Process 1050-1150, in: Christoph Dartmann/Andreas Pietsch (Hg.), Ecclesia
disputans. Die Konfliktpraxis vormoderner Synoden (HZ Beiheft, Bd. 67), Berlin
[u.a.] 2015, S. 127-157, S. 140-147.
58

Abaelard, Dialectica, hg. v. Lambert Marie de Rijk, 2. Aufl., Assen 1970, 5, S.

554,37: Fuit autem, memini, magistri nostri Roscellini tam insana sententia ut
nullam rem partibus constare vellet, sed sicut solis vocibus species, ita et
partes adscribebat. その後、彼はこの教説を論駁し始めた。
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においてのみ、知は学問として存在することができる。誤りは知の秩序自体の
一部とならねばならず、同時に徳、罪、間違って導かれた倫理という倫理的な
パラレルワールドに属することは許されなかった。間違いといっても、いかに
うまくいかないかを示すという功績を有していたのである59。
ここでも新しい弁証法が決定的なことを成し遂げた。それこそが、真実なる
ものの認識を真実の言語的言明に結びつけるこの弁証法の真実コンセプトとと
もに、誤り、間違い、誤った帰結の、いわばより害がなくより世俗的な理解を
提供したからである。シャンポーのグイレルムスの周囲で成立した注解の一つ、
いわゆる『偽ラバヌス』をのぞいてみよう。そこではポルフュリオスの
『イサゴー
ゲ』が解説されており、この目的のためにボエティウスの注解も引かれていた。
その注解ではまた、誤ったものの定義も手に入れることができた。「というの
は、事物がそうであるのと別なように理解されたものは、間違っている。」と
ボエティウスは第二の注解で書いていた60。これがグイレルムスと彼の弟子た
ちに、誤ったもの、間違い、誤謬について省察する機会を与えた。
間違った判断は間違った知覚によって成立する。それらは
「偽りにして無益、
偽りにして空虚 falsum et vanum, falsum et vacuum」であり、それはつまり、
それ以上に追求しなくてもよいということである。誤りは袋小路としての言明
や結論だということになる。そうした偽り falsitates は、正しくない精神的結
合によって成立する、例えば理性が馬を人と掛け合わせてそこからケンタウル
スを創るような場合である61。しかしそうしたものは、たちの悪いものではな
いし、狭い意味で危険なものでもない。名詞と動詞は、それ自体としては、そ
もそも真実でありえない。結合と分割からはじめて真と偽が生じるのであり、

59

Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Darmstadt 2002, S. 253.

その背後には、学問の「組織された懐疑主義」という観念が存する。Robert
King Merton, Science and Democratic Social Structure (1942), in: ders., Social
Theory and Social Structure, Rev. edn. New York 1968, S. 604-615, S. 614f.
60

Boethius, In Isagogen Porphyrii commenta, hg. v. Samuel Brandt (Corpus

Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Bd. 48), Wien/Leipzig 1906, 1.10, S.
163,18: […] id est enim falsum quod aliter atque res est intellegitur.
61

該当するテクスト箇所におけるすべての史料根拠は、Y. Iwakuma, Pseudo-

Rabanus (2008), S. 77-83. S. 191 には、falsificare という動詞についての、注解
中で唯一の史料根拠が見られる。
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アリストテレスにもそのように書かれていた、というのである。ボエティウス
とそれに続いた二人の匿名の注釈者たちは、このような見方を自分のものにし
ていた62。諸前提は正しいかあるいはまさに間違っているかどちらかの言明で
あり、
「偽」と「真」は左右対称の反対概念であり、思考上の秩序が意図的に誤
りを目指してすすみ、それを真であると読み替えようとする場合にのみ、学者
たちは激しい論難の砲火にさらされ、正当な論理学と誤った詭弁との間にはっ
きりした境界線を引かねばならなかった63。アベラルドゥスもまた、
『然りと否
Sic et Non』で、誤りをうそと罪の観念から解き放つことによって、探求して
問いを発するという行為に肩入れすることになるが、そうした解放は彼にとっ
て難しくはなかった。しかし、ある言明が真ないしまさに偽と評価されうるた
めには、どのような前提条件が存在しなければならないかという問題は、注釈
家たちが取り組み続けたものであった64。「雄ヤギ」と「鹿」が「雄ヤギ鹿」
（hircocervus）へと組み合わされた場合、一体何が起きるのであろうか。真で
ある言明が「すべての omnis」を付け加えることによって偽になる、というこ
とがありうるか。
「すべてのソクラテスは人間である」のであろうか65。このよ
うな場合に判断を下すことが論理学の目的なのである66。
この世俗的な間違いと誤りの概念が、多くの人が語りまた書き、弟子たちが
62

Aristoteles, Philosophische Schriften. 6 Bd.e, übers. v. Eugen Rolfes/Hermann

Bonitz/Willy Theiler u.a., Darmstadt 1995, Bd. 1 (Peri Hermeneias 16a), S. 1. こ
れについては、Boethius, Commentarii in librum Aristotelis „Peri hermeneias“,
hg. v. Karl Meiser, Leipzig 1877, S. 43-45 およびやはり伝統的にアベラルドゥス
に帰されているいわゆる字句注釈 Editio super Aristotelem de Interpretatione
in Abaelard, Scritti filosofici, S. 75 を参照。この帰属は C. J. Martin, Note (2011),
S. 640f. で疑われている。
63

Propositio est oratio verum falsumve significans. 引用されているのは Sten

Ebbesen, An Argument is a Soul, in: Irène Rosier-Catach (Hg.), Arts du langage
et théologie aux confins des XIe et XII e siècle. Textes, maîtres, débats,
Turnhout 2011, S. 695–708, S. 700（ランのアルヌルフス（？）のこれに関する注
釈付き）
．詭弁から弁証法を区別するという試みを、アベラルドゥスは彼のい
わゆる書簡13で行うことになる。
64

A. Grondeux/I. Rosier-Catach, Glosule (2011), S. 162.

65

Y. Iwakuma, Vocales (1992), S. 72f.

66

Gerland von Besançon, zitiert bei M. M. Tweedale, Logic (1988), S. 198.
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彼らの師を正しいかそうでないかという前提のもとに評価するような環境にお
いて、
「真の」言明の優越性に対する信頼によって安定させられねばならなかっ
たのは、よく理解できることである。それに基づいて、「真実」を規制的理念
として学問的な実践の基礎にすえることが可能であったのである。この点には
古代の参照文献の功績が存する。つまりそれらが、倫理的な弾劾に門戸を開く
ことなく、緊張と抽象化そしてそれゆえ間違いをおかさないようにという努力
へときっかけをあたえるような、真実の観念を媒介したのである。ボエティウ
スが『イサゴーゲ』に対する彼の第二の注解で宣言している箇所を、ボエティ
ウスの解釈者たちも基準にすることができた。つまり、ポルフュリオスの著作
では「事物の認識が」追求されており、それゆえ彼、翻訳者にして注解者たる
ボエティウスも「輝かしい言葉という優美さでなく、偽りのない真実」を得よ
うと努めたのだ、というのである67。
要約すると、このような認識プロセスは、その担い手たちの理解においては
ずっと古いものであったが、歴史の長い諸局面の間忘れられていた。それが今
や再び受け入れられ、楽観的に継続されたということ、より新しい知がより古
い知を洗練し、改善し、それどころか凌駕しえたということは、明らかである。
新しい知が古い知にまさりうるという理解は、既に見たようにこれまでヨー
ロッパ史のもっと後の時代に帰されてきた。しかし、我々は、ここ古代後の
nachantike ヨーロッパで、それに初めて出会うのである。そして我々は、そ
れがすぐ、12世紀中頃よりも前に、大いに注目を引き付けるのを、見ることに
なるのである。
（訳者後記）
本稿は、2018年３月21日に、京都大学で開催された関西中世史研究会におい
て、フランク・レックスロート教授が行った講演の翻訳である。翻訳公表に向
67

Boethius, In Isagogen Porphyrii commenta 2, S. 135,5: Secundus hic arreptae

expositionis labor nostrae seriem translationis expediet, in qua quidem uereor
ne subierim fidi interpretis culpam, cum uerbum uerbo expressum
comparatumque reddiderim. Cuius incepti ratio est quod in his scriptis in
quibus rerum cognitio quaeritur, non luculentae orationis lepos, sed incorrupta
ueritas exprimenda est. これについては、C. Vogel, Übersetzungsprojekt (2016),
S. 7f. u. 131f. を参照。
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けた準備の過程で、教授には本文の一部を追加していただき、また詳しい注を
補っていただいた。同教授は、訳者が研究代表をつとめる JSPS 科研費基盤 B
（16H03535）の費用によって来日し、約１週間滞在された。多忙な日程の合間
を縫っての遠路の来日、長時間に亘る講演と議論、注による補足作業など、す
べてについて、レックスロート教授に深く感謝する。また、佐藤公美教授（甲
南大学）、服部良久教授（京都大学名誉教授）をはじめ関西中世史研究会の皆さ
んにも、厚く御礼を申し上げる。
フランク・レックスロート教授は、現在、ドイツ中世史学界を代表する研究
者の一人である。1960年に生まれ、1988年にフライブルク大学で歴史学の博士
号を取得、ロンドンのドイツ歴史研究所研究員を経て、1998年にベルリン・フ
ンボルト大学で教授資格を取得、1999年にビーレフェルト大学教授となった後、
2000年からゲッティンゲン大学正教授として現在まで在職されている。大学の
職の他にも、ゲッティンゲンのニーダーザクセン州アカデミーの正会員、コン
スタンツ・中世史研究グループの副会長、『歴史学雑誌 Historische Zeitschrift』
の編集委員、モヌメンタ・ゲルマニアエ・ヒストリカ中央委員会委員等数多く
の要職を占めておられる。また上述のロンドンの他、
アメリカ合衆国のカリフォ
ルニア大学ロサンゼルス校とプリンストン大学でも、在外研究を経験された。
研究業績のうち、著書としては、中世後期ドイツ・ライヒにおける大学設立
を比較検討した 学位論文に基づく Deutsche Universitätsstiftungen von Prag
bis Köln. Die Intentionen des Stifters und die Chancen ihrer Realisierbarkeit
im spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaat (Beihefte zum Archiv für
Kulturgeschichte, Bd. 34), Köln 1992、中世後期ロンドンにおける当局と周縁
集団の関係を扱った教授資格取得論文に基づく Das Milieu der Nacht. Obrigkeit
und Randgruppen im spätmittelalterlichen London (Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 153), Göttingen 1999（これには英語訳
Deviance and Power in Late Medieval London (Past and Present Publications),
Cambridge 2007 がある）
、ドイツ中世史の特徴的な概説である Deutsche Geschichte
im Mittelalter (Beck Wissen), München 2005/2007/2008 が公刊されており、い
ずれも高い評価を受けている。編著も Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten
im späten Mittelalter (Vorträge und Forschungen, Bd. 73), Ostfildern 2010 な
ど多数にのぼる。研究分野は、西洋中世の大学史、社会史、都市史、文化史、
中世研究の学問史など幅広い領域に及んでいる。
［137］

北法69（5・46）1362

学問の身体と精神：1070年ごろ以降の初期スコラ学の学校についての観察

本講演は、注１にもあるように、西洋中世における知識人の登場を扱った近
著の一部をレックスロート教授に提示していただき、日本人研究者との議論の
素材としたものである。内容は、大学成立前夜の知的世界の状況について、従
来とられてきた二通りの理解とはまた異なる認識を打ち出すもので、誰か特定
の学者や、およそ教師のみに焦点をあわせるのではなく、むしろ教師と弟子た
ちの間の相互作用を重視する点がとりわけ興味深い。そうした認識が、日本の
岩熊幸男氏をはじめとする学者たちの、この時代の学問についての最先端の研
究を踏まえていることも、注を一瞥すれば明らかであろう。講演後の質疑応答
では、他の学問分野との比較や、こうした知的状況の社会的背景、史料の伝承・
利用状況など、多岐にわたって長時間の議論が交わされた。レックスロート教
授をはじめ、討論参加者に改めて感謝申し上げる。拙訳を通じて、
扱われたテー
マとレックスロート教授の仕事について、更に興味を持っていただければ、訳
者としては幸いである。
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ヨーロッパ専門家文化の中世的起源
フランク・レックスロート
田口 正樹 訳
今日皆さんに、我々がゲッティンゲン大学の Graduiertenkolleg「12世紀から
18世紀までの専門家文化」で行っている仕事について報告することができるの
は、私にとって大きな喜びであり、まさにこの研究会でそれをすることができ
るのは、私にとって非常に光栄なことである。私の祝祭的な気分を少し皆さん
にも共感していただくために、私は我々の偉大な詩人ゲーテの引用で講演を始
めてみたい。それは間接的にのみ伝わっているもので、というのも彼自身の作
品ではなく、しばしばヴァイマルの詩人の王とテーブルをともにする客人とな
り、そこで聴き体験したことを日記風に書きとめた、ある人物の筆に由来して
いるからである。その人物とは、スイス人の民間学者フレデリック・ソレ
Frédéric Soret で、彼はまたゲーテの自然科学作品のいくつかをフランス語に
翻訳した。ソレは1832年２月17日（ゲーテの死の１ヶ月弱前）
にフランス語で、
詩人が彼自身の業績の諸条件を回顧していかに評価したかを、書きとめたので
ある。私が皆さんにドイツ語訳で読み上げる引用は、近年のゲーテ受容におい
て少なからず重要な役割を果たした。というのも、すぐご覧になるように、そ
こにはポスト・モダンなゲーテを見出すことができそうだからである。
［それどころか］ヘルクレスでさえ集団的存在なのだ、とゲーテは明言した、
そして天才［彼自身のような、と補ってもよいであろう］でさえ周囲の人びと
のよい着想を必要とするのだ、と。
「私自身は一体何か。私が何を成し遂げたのか。私が見、聞き、観察したも
［139］
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のすべてを、私は集め利用しつくしたのだ。私の諸作品は数え切れないほどさ
まざまな個人によって養われた。無知な者と賢者、聡明な人びとと愚か者、幼
年・成熟・老境。すべての人が私に彼らの考えをもたらした。彼らの能力、希
望、人生観を。私はしばしば、他人が種をまいたものを収穫した。私の作品は、
ゲーテという名を帯びた集団的存在の作品なのである1。」
ソレ自身が、自分の知を詩人のために役立てた人たちの一人であった。彼は
例えばゲーテの鉱物コレクションを整理していた。スペシャリストに知らせて
もらった知識を詩人がわがものにしている例は、詩人の作品の至る所に見られ
る。ゲーテ研究の印象的な諸コメンタールを紐解いてみると、自然科学者、法
律家、経済学者、技術者、政治家、軍事に通じた人たち、歴史家、彫刻家、エ
ンジニアなどに繰り返し出会う。物理学者リッターをゲーテは「知の真の天
空2」と讃え、
『西東詩集』の作業をするときには東洋学者ロルスバッハに相談し
ており、1813年には文献学者はトリュフを探す犬のように使われねばならない
と言っている。ファウスト第１部上演の際に、書斎のシーンで霊を出来るだけ
効果的に舞台に登場させることが問題となると、彼はベルリンに手紙を書き、
画家ヴィルヘルム・ツァールに助言を請うている。
ゲーテが彼自身の作品の「パッチワーク」的性格にこれほど敏感であったの
が明らかになるということを、最近の文学研究者たちは、彼の意識のポスト・
モダン的次元、例えば複合的アイデンティティに対する彼の感覚の証拠として
理解した。そうする必要はないけれども、あるいはより慎重に、
詩人はここで、
近代に、いやまさにゲーテ以後の時代に特徴的な省察を取り上げ、更に紡ぎだ
していると言うことはできるかもしれない。というのも、社会の合理性構想・
価値体系・生活様式の複数性は、過去約200年にわたって、知の諸領域と特殊
化された能力の幅広いパレットを産出してきただけでなく、更にこの多様性を
知と能力に関する省察の対象にもしてきたからである。「近代的条件 condition
moderne」に関する諸論述は、それゆえ常に、知の社会的内部分化の諸特性と
二律背反、便益とコストを議論してきた。というのも、どのような社会的関連

1

Frédéric Soret, Zehn Jahre bei Goethe. Erinnerungen an Weimars klassische

Zeit 1822-1832, hg. v. Heinrich Hubert Houben, Leipzig 1929, S. 630.
2

Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Kommentare, hg. v. Albrecht Schöne,

Frankfurt am Main 1999, S. 27f.
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にある場合でもすべての同時代人は、持っている知の形式の多様さにもかかわ
らず、知のある特定の様式をどうしても必要とするからである。すなわち、他
人の知にアクセスするための知、つまり大小の日常生活の諸問題を乗り越える
ために、どのような生活状況のもとで誰に相談しなければならないのか、とい
う問題に関するノウハウである。
誤った決定を下すというリスクは、関係のある専門家に相談することによっ
て、いわば寸法に合わせて仕立てられた助言によってのみ、緩和することがで
きる。そのために私が必要なのが、まさに正しいアクセスのための知識である。
ペーター・ベルガーとトーマス・ラックマンがかつて述べたように、「投資に
関して医者と、胃潰瘍に関して弁護士と、宗教的真実の探求について会計士と
話す3」よりは、もうちょっとよく知っている必要があるというわけだ。
しかし、少し違ったこともまた同様に、近代の我々の存在に特徴的なことで
ある。つまり、特別な知の担い手―以下では彼らのことを専門家 Experten と
呼ぶことにするが―に対するそうした依存は、我々に常に感謝の念だけを呼び
起こすわけでは決してない、ということである4。それによってルサンチマンも
また呼び覚まされる。技術的・学問的知がこれほど過大に膨張しただけでなく、
同時にこれほど日常生活に関連したものになったので、我々には喪失経験がも
たらされる。というのも、我々がいかに、我々が直接には手をつけることがで
3

Peter L. Berger/ Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der

Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt 1982, S. 47.
4

専門家 Experten というコンセプトについては、Frank Rexroth, Systemvertrauen

und Expertenskepsis. Die Utopie vom maßgeschneiderten Wissen in den
Kulturen des 12. bis 16. Jahrhunderts, in: Björn Reich/Frank Rexroth/Matthias
Roick (Hg.), Wissen, maßgeschneidert. Experten und Expertenkulturen im
Europa der Vormoderne, München 2012, S. 12–44; Frank Rexroth,
Expertenweisheit. Die Kritik an den Studierten und die Utopie einer geheilten
Gesellschaft im späten Mittelalter, Basel 2008を参照。このコンセプトはゲッ
ティンゲンの DFG-Graduiertenkolleg「12世紀から18世紀の専門家文化」によっ
て詳しく論じられた。最新の成果として、Ders./Teresa Schröder-Stapper (Hg.),
Experten, Wissen, Symbole. Performanz und Medialität vormoderner
Wissenskulturen, Berlin/Boston 2018; Marian Füssel/Philip Knäble/Nina
Elsemann (Hg.), Wissen und Wirtschaft. Expertenkulturen und Märkte vom 13.
bis 18. Jahrhundert, Göttingen/Bristol 2017.
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きず、他人によって管理されているだけでなく守られてもいるような知的資産
に依存しているかを、常に思い出させられるからである。このこともまた、
「近
代的条件」に関する省察に長く材料を提供している。我々は自律性の喪失を嘆
くが、それは逆説的なことに操作可能性の向上によってより良い生活を約束す
ることと平行して登場したのである。「個人の意識という観点から見れば、
我々
自身の文明ほど、みずからの生存諸条件を理解していない文明は、これまでな
かった。」とヘルマン・リュッベは書いている5。不可欠な知のストックに関する
処分権を失うことによって、人間から、その物理的・社会的実在が滑り落ち、
我々は「特殊な能力者たち」を信頼する以外なく、彼らと比べれば、我々は「確
かに別の分野ではみずから専門家だが」その分野では「素人」なのである。技
術的・学問的な能力者たちの機能への確信という形で社会を統合している「信
頼の接着剤」は次第に「破砕」されるであろう、とリュッベは予測した。特に、
「信頼できるはずの専門家たちが彼らのほうで一致していないことを示し、... 互
いに争う場合6」にはそうであるという。専門家と付き合う際の基本的な経験は、
明らかに専門家のジレンマというものであり、つまり相反する利益状況、
意図、
戦略が互いに真っ向から矛盾する専門家の鑑定に基づきうるということなので
ある。
さてしかし、リュッベの言明の核心に対しては異議を唱えねばならない。な
ぜなら、彼の文化悲観主義的な予測は、余りに強く没落の方向へと向けられて
いるからである。専門家の信頼口座が近代の初め、啓蒙の進歩多幸症の時代に
満たされて、しかしそれ以来いやおうなしに使い果たされた、というのは本当
なのだろうか。ロマン主義の全体的な知のファンタジー、分割されていないよ
り良い世界という呪文は、これも同様に既に18世紀に発するものであるが、
違っ
たことを推測させる。そして、リュッベの「信頼の接着剤」が既にそれほど長
く幻滅によって攻撃されてきたとすれば、もうずっと前から歴史の終わりが来
てしまっていないとおかしいのではないだろうか。
私にとってより意味があると思われるのは、知の体系への強いられた信頼と、
それとともに生じる専門家に対する懐疑への傾向との同時性を、不可避で持続

5

Hermann Lübbe, Politischer Moralismus. Der Triumph der Gesinnung über

die Urteilskraft, Berlin 1987, S. 117.
6

Ebd.
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的なものと見なすことである。我々ゲッティンゲンの研究者はこの意味で、強
いられたシステムへの信頼と専門家批判との「対話論理的」関係について論じ
ている。哲学者エドガール・モランが「相違、対立、競争、相補性の豊饒をも
たらす遭遇」、そうした止揚できない遭遇を、
「一つの対話論理 une dialogique」
つまり「Dialogik」と呼んだからである7。そう考えるとむしろ問題なのは、
「興
隆」や「没落」といった一本線の巨匠による語りよりも、社会的諸関連をたい
ていはよりよく叙述しうるような、双子の形象と二律背反であったということ
になるのである。
とはいえ私は、システムへの信頼と専門家への懐疑というこの対話論理が人
類学的に普遍の存在であろうと主張するつもりはない。なぜなら、それは、実
際に歴史的に成長し超時間的ではないようなある中心的要素を前提としている
からで、つまり自由に使える知が社会の中で制度的に定着していることが前提
なのである。この必要な条件は、知が創られる（これはおそらく実際常にそう
だったであろう）だけでなく、この知の伝達を恒常化するような負荷に耐えう
る社会的諸制度と組織諸形態が成立してはじめて与えられる。そうなってはじ
めて知は、個々人の秘蔵物であることをやめ、いわばドルイドの口から耳へと
伝えられることをやめる。それに代わって知は、社会文化的役割の担い手であ
る専門家による管理に委ねられることになるのである。
ここでは古代の豊饒な知の文化を度外視し、ラテン・ヨーロッパ世界の過去
に集中するとすれば、750年ごろから900年ごろまで、例えばカール大帝の時代
に目を向けると、そうした制度化のプロセスがいかに失敗しうるかということ
が、はっきりわかる。この時代の印象的な知性は、時代を超えて生き延びるこ
とがほとんどできなかった。ノルマン人、イスラム教徒、マジャール人の侵入
という圧力のもと、余りに早く成長した大帝国の危機の中で、それはすりつぶ
されたのである8。知を伝達するための諸制度が政治的諸構造とともに没落した

7

Edgar Morin, Europa denken, Frankfurt 1991, S. 126. システムへの信頼と専

門家批判との間の対話論理については Rexroth, Expertenweisheit（注4）
, S. 20f.
8

カロリング期における学問の繁栄については、Rudolf Schieffer, Wissenschaftliche

Arbeit im 9. Jahrhundert, Paderborn/München/Wien u.a. 2010; Julia Becker/
Tino Licht/Stefan Weinfurter (Hg.), Karolingische Klöster. Wissenstransfer und
kulturelle Innovation, Berlin/München/Boston 2015.
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ことが、その原因であった。
1100年ごろから後になると、事態は異なっていた。この時期には、特有の知
と、その知の加工と伝達のための諸制度を通じてのみ理解されうるようなもろ
もろの社会的な場全体が、着実に成立したのである9。ここでこれらの場を皆さ
んにごく簡単に紹介したい。新たにまとめられた（歴史家は「聖職者化された」
と言っているが）教会、君侯の宮廷、共同体的にまとめられた都市、そして大
学がそれである。
まず教会について。12世紀の初めに解決されたいわゆる叙任権闘争は、紛争
は争いの対象との知的な取り組みを通じて最もよく解決されうるという、ヨー
ロッパ人の楽観主義に養分を与えた。同時代人が11世紀末以来観察しえたのは、
紛争ケースの取り出し、抽象化と区別、教会法と世俗法の区別などに向けられ
た新しい思考スタイルが実行されることであった。抽象化し、一般化し、区別
するこの思考スタイルはスペシャリストのものとなった10。同時期に、教皇の
至高権主張とともに、いくつかの中央の諸制度が形成された。枢機卿団および
教皇庁という形で、ヨーロッパ全体の集権化・法化プロセスに規範を設定する
ことになったような、機能エリートと行政機関が成立した11。たしかに骨の髄
からの啓蒙主義者は、カトリック教会を進歩を拒否し妨害する存在と見るのが
常であった。しかし現実には、ローマ教会は、行政、経済、法実務のプロフェッ
ショナルに管理された諸構造を創出するための第一次的機関であった。ただし

9

知の諸形式が成立するうえで鍵となったこの時代については、新刊の Frank

Rexroth, Fröhliche Scholastik. Die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters,
München 2018を参照。
10

Hartmut Hoffmann, Ivo von Chartres und die Lösung des Investiturproblems,

in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 15 (1959), S. 393-440;
Horst Fuhrmann, Das Reformpapsttum und die Rechtswissenschaft, in: Josef
Fleckenstein (Hg.), Investiturstreit und Reichsverfassung, Sigmaringen 1973, S.
175-203; Uta-Renate Blumenthal, Papal Reform and Canon Law in the 11th and
12th Centuries, Aldershot 1998.
11

テーオドル・シーファーは「教会の聖職者化 clericalisation de l’église」と表

現 し て い る。 Vgl. Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum
frühen 12. Jahrhundert, Göttingen 1988, S. 263. 教会内部における制度的近代化
については、ebd., S. 77-100; Claudia Zey, Der Investiturstreit, München 2017.
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この発展は、同様に専門家文化の歴史に付け加わるようなコストをも生み出し
た。というのも、このプロセスは、俗人であれ聖職者であれ、信者たちにきわ
めてアンビヴァレントな態度を呼び起こしたからである。この機能エリートた
ちの助けを得ようと努めることをもはや回避できないが、彼らに独占された問
題解決権限はルサンチマンを掻き立て、そうしたルサンチマンは将来的には、
行政を通じてでなく心でアクセスできるような、より単純な霊性への呼び声と
平行して現れることになった。
宮廷文化によって、同じ時期、12世紀以降に、キリスト教の解釈高権と並ぶ
独自の価値を持った意味体系が初めて成立した12。この体系は、それ独自の論
理を展開し、関与者にまったく独自の技能を要求したが、そうした技能は習得
されねばならず、また同時に常に書き換えられ、宮廷礼法 curtoisie の達人た
ちによって実演してみせられていた。君侯にとってこのことは例えば、キリス
ト教的に期待される態度と宮廷的に期待される態度とを互いに相関させること
を意味していた。君侯の行為レパートリーはより複雑になり、彼が宮廷で演じ
る役割はより要求の多いものとなった。独自の行動の仕方、宮廷的な言葉の使
用、宮廷的な身振り、これらは一緒になって権力の中心としての君侯に近づく
可能性を制限した。宮廷人はこの文化の専門家となったのである。宮廷文学に
はこの専門知の担い手が多く現れ、トリスタンはその理念型的な模範であった。
知の細分化が必然的に呼び起こす抵抗についても、宮廷に関してはっきり学ぶ
ことができる。宮廷文化の歴史は最初から批判の歴史であった。「私は宮廷に
いるが、宮廷について語り、しかも宮廷の何たるかを知らない。宮廷の何たる
かは神のみぞ知る」、既に1180年代にウォルター・マップはこう嘆いている13。

12

Clelia Arcelli (Hg.), I saperi nelle corti. Knowledge at the Courts (Micrologus,

Bd. 16), Florenz 2008; Johannes Fried, In den Netzen der Wissensgesellschaft.
Das Beispiel des mittelalterlichen Königs- und Fürstenhofes, in: Ders./Thomas
Kailer (Hg.), Wissenskulturen. Beiträge zu einem forschungsstrategischen
Konzept (Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel, Bd. 1), Berlin 2003, S.
141-193; Aloys Winterling, ‚Hof‘. Versuch einer idealtypischen Bestimmung
anhand der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte, in: Ders. (Hg.),
Zwischen ‚Haus‘ und ‚Staat‘. Antike Höfe im Vergleich, München 1997, S. 11-25.
13

Walter Map, De nugis curialium – Courtiers‘ Trifles, hg. v. Montague Rhodes

James/Christopher N. L. Brooke/Roger A. B. Mynors, Oxford 1983, S. 2. 宮廷批
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宮廷は同時に新たな知の創造のための実験室となり、その普及の中継地とも
なった。自然科学的・技術的な関係事項は、すべてではないが、しかし影響力
のある宮廷において、およそ宮廷文化の重要な構成要素となった。医師、占星
術師、その他の学者、しかしまた手工業者も、そこで君侯と話をし、そうした
会話はときには小グループの中で、しかしときにはより広い宮廷社会の前で、
行われたのである。例えば宮廷では、1225年に皇帝フリードリヒ２世と数学者
フィボナッチが遭遇し、1368年にはフランス王シャルル５世が神学者ハインリ
ヒ・フォン・ランゲンシュタインに彗星に関する彼の考えについて講義させ、
1432年にはハンガリー王ジギスムントがマリアーノ・タッコラにエンジニアの
技術について講義させた。ハンガリー王マティアス・コルヴィヌスは1468年に
２人の天文学者の間の論争に聞き耳を立て、1485年にはクリストファー・コロ
ンブスがポルトガル王ジョアン２世の多くの人が集まった謁見で、大西洋を西
へ航海するという彼の計画を売り込んだ14。
洗練された特別な知の鋳造と伝達にもとづく社会的な独自の文化を宮廷が代
表しているとすれば、共同体的にまとめられた都市は、知に依拠した分業の領
域であった。成果の特殊化と交換が、基本的にすべての住民の生活環境を改善
することを可能とした15。中世中期以来多数成立した都市は、その内部におい
ては、分化した専門知のクラスターであり、それらは持続的な集団形成をもた
らした。つまり同業組合が形成されたのであるが、そこへの入会はますます厳
格化され儀礼化された。同業組合においてのみ、財の生産、品質、流通を加速
するという目標を伴った知のストックの分化は、持続的かつ成功した形で恒常

判 に つ い て は、Joachim Ehlers, Hofkultur – Probleme und Perspektiven, in:
Werner Paravicini (Hg.), Luxus und Integration. Materielle Hofkultur
Westeuropas vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, München 2010, S. 13-24を参照。
14

Steven J. Williams, Public stage and private space. The court as a venue for

the discussion, display, and demonstration of science and technology in the
later Middle Ages, in: Arcelli, saperi（注12）
, S. 459–486.
15

Dieter Schott, Europäische Urbanisierung (1000-2000). Eine umwelthistorische

Einführung, Wien/Köln/Weimar 2014; Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt
im Spätmittelalter, 1150-1500. Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche,
Gesellschaft, Wirtschaft, Wien/Köln/Weimar 2012.
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化されたように見える16。都市とそこでの営業の知的構造がより複雑になると、
個々人に対する、アクセスのための知と概観する知を手に入れるようにという
要求もまた高まった。しかしながら、営業における活動の独占は決して完全に
受容されることはなく、都市の副次経済ないし闇経済が成立した。1300年ごろ
から後の時代に特徴的な多くの都市騒擾の背景には、この種のアクセス・活動
の制限も存在しているのである。
共同体的にまとめられた都市と類型的に近似しているのは、教える者と学ぶ
者の誓約団体としての大学であったが、それはその内部においては、同様に異
なった専門家集団のクラスターのように見えるもので、それらの集団はやはり
ここでも厳格で儀礼化されたアクセス方法を伴っていた17。初期の制度化プロ
セスは、ここでは例えばカリキュラムの確定に関係していた。既にパリ大学の
それ（1215年）のような最初の大学諸規約が、その中核として、必修として取
り扱われるべき著作のリストを含んでいた18。教授権限の移転と統制から諸学
位が発生し、それらは特に、15世紀に大学を訪れる者が増え、そのため官職と
職業活動の市場における競争圧力が高まって以降、ますます重要になった19。
経験知の新しいポジティヴな評価も、この上昇と関連している。中世後半期の
大学世界に関して非常にしばしば言われてきた「知の諸革命」は、高度な知の
量的拡大と新たな基礎付け、そして同時に専門学科と分野という形でのその分
16

Sabine von Heusinger, Die Zunft im Mittelalter. Zur Verflechtung von Politik,

Wirtschaft und Gesellschaft in Straßburg, Stuttgart 2009; Arnd Kluge, Die
Zünfte, Stuttgart 2007.
17

Walter Rüegg (Hg.), Geschichte der Universität in Europa. 4 Bde. München

1993-2010; Frank Rexroth, Horte der Freiheit oder der Rückständigkeit? Die
europäischen Universitäten der Vormoderne, in: Gerd Lüer/Horst Kern (Hg.),
Tradition - Autonomie - Innovation. Göttinger Debatten zu universitären
Standortbestimmungen, Göttingen 2013, S. 13–37.
18

大 学 関 係 の 史 料 伝 承 に つ い て は、 新 刊 の Jan-Hendryk de Boer/Marian

Füssel/Maximilian Schuh (Hg.), Universitäre Gelehrtenkultur vom 13.-16.
Jahrhundert. Ein interdisziplinäres Quellen- und Methodenhandbuch,
Wiesbaden 2017 を参照。
19

Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Examen, Titel, Promotionen.

Akademisches und staatliches Qualifikationswesen vom 13. bis zum 21.
Jahrhundert, Basel 2007.
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化のことを指していた。つまり、法、政治と道徳、倫理、自然哲学、物理学と
形而上学などといったものである20。
特別な知のこうした興隆の一つの指標は、専門家だけが扱いうるような専門
用語、ジャーゴンと、言語に基づいた手続形式の生成である。例えば、宗教改
革前に当時のドイツで成立し、宗教改革の時代までに約25万の若者たちが訪れ
た17の大学は、学識ある都市医師や都市法律顧問、弁護士、教区司祭、学識顧
問の役割を喜んで引き受けるような人材を供給していた21。こうした人材は、
学位と学問的・技術的なジャーゴンという象徴資本を備えている。スコラ的学
問は取り違えられることのないようなラテン語に基づいているが、そうした言
葉は素人によってただちに学者のジャーゴンとして認識される。論拠を規則に
従って正しく分節し、多層的な論証の過程を予告し、規範的文献から根拠とな
る箇所を引く、これらのテクニックは、学問知の利用者からすると、その精確
な意味は理解できなくても学識のシグナルとしては認知できるものであった。
地方においてさえも、法廷で医師が専門的鑑定人として発言しているのが聞か
れる。傷の危険性はヒポクラテスの警句集の第４部から必然的に発生する、
と22。このような演出の諸形態が以後、大学の教授であれそうでない場合であ
れ、専門家が専門家と認知されるために、本質的な構成要素になっていくので
ある。
専門用語の使用は事物から結果として生じる必然と言えるかもしれないが、
同時に素人の世界に対する象徴的な境界としても機能する。それは、法専門家
の例でわかるように、学校で習うような普通の雄弁とは何の関係もない。例え
ば、イングランドのコモン・ロー弁護士は、インズ・オブ・コートでアングロ・
ノルマンの法廷言語を習得するのに長い時間と金銭を費やす23。その正しい使
20

Frank Rexroth, Die Einheit der Wissenschaft und der Eigensinn der

Disziplinen. Zur Konkurrenz zweier Denkformen im 12. und 13. Jahrhundert,
in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 67 (2011), S. 19–50.
21

Rainer Christoph Schwinges, Deutsche Universitätsbesucher im 14. und 15.

Jahrhundert. Studien zur Sozialgeschichte des Alten Reiches, Stuttgart 1986.
22

例えば、Joseph Shatzmiller (Hg.), Médecine et justice en Provence médiévale.

Documents de Manosque, 1262-1348, Aix-en-Provence 1989, Nr. 50, 65, 83を見よ。
23

Peter Classen, Studium und Gesellschaft im Mittelalter, hg. v. Johannes

Fried, Stuttgart 1983, S. 197-237.
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用に、手続の遂行がかかっているのである。間違った言葉は訴訟形式上の不備
なのであり、相手方弁護士が特に用語上の不手際をねらっていることはよく知
られている。イングランドのイヴシャムの修道院総会が管轄司教に裁判で勝と
うとしたとき、修道士たちは同僚であったマールボロのトマスを、ローマの教
皇裁判所における彼らの訴訟の代理人とした24。トマスは「法に通じた者
iurisperitus」で、パリとオックスフォードで教会法を学び、また紛争対象をみ
ずからの経験から知っていた。以下で少し彼を観察して、彼がいかに戦略的に
専門知の投入を取り扱い、しかも彼においてその取り扱いにくさに対するルサ
ンチマンがいかに根深いものであったかを見てみよう。
実際、マールボロのトマスは、彼が教皇庁に到着したとき、非常に緊張して
活動した。彼の神経は、多段階的で長く続く訴訟追行によってほとんど完全に
使い果たされそうになった。彼は話す際にしゃっくりが出はじめ、法律家とし
てすばらしい人物であった教皇インノケンティウス３世（在位1198－1216年）
が判決を告知した瞬間には、消耗からほとんど崩れ落ちそうになった。訴訟と
彼の案件のために神の加護を得ようと、彼は、念には念を入れて、一日断食を
していたのである。それでも彼が賢く立ち回ったのに対して、相手の司教方は
戦略的ミスを犯していた。相手方は１人の代理人と契約したが、彼は訴訟のタ
イミングを見誤り、ケースを正しい部分局面に分解せず、更に彼の修辞的長広
舌で裁判官であった教皇の機嫌を損ねた。それに対してトマスは、交渉の決定
的な諸局面において十分に忍耐を示した。彼は比較的長い手続休止期間をボ
ローニャ滞在に利用し、そこで彼の法知識を改善した。
しかしとりわけ、４人の高ランクの弁護士と契約したことで、彼は決定的な
一撃に成功した。彼らのうち２人を、トマスは北イタリアの学識法の中心地か
ら連れてきたが、あとの２人とはローマで契約した。トマスは彼らと分業して
共に働いた。トマスは実体問題担当で、弁護士たち advocati は法的材料に気

24

以下の叙述については、Thomas of Marlborough, History of the Abbey of

Evesham, hg. v. Jane Sayers/Leslie Watkiss, Oxford 2003, S. 264-315 を参照。
この事案はこれまでも比較的頻繁に注目されてきた。Jane Sayers, English
Benedictine Monks at the Papal Court in the Thirteenth Century: The
Experience of Thomas of Marlborough, in: Journal of Medieval Monastic
Studies 2 (2013), S. 109-129 を見よ。
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をつけた。実体的材料と法的材料はもちろん互いに関係していたので、
イヴシャ
ムの修道士たちの訴訟の浮沈は、実体的かつ心情的にこのケースに深くかか
わった１人の専門知識のある訴訟代理人と、冷静に行動する４人の傑出した弁
護士たちが、互いにボールをうまく回しあうことに、
かかっていたわけである。
２人のローマ人たちは教皇の訴訟追行に関する事柄のインサイダー情報をトマ
スに与え、教皇がイタリア語で助言者たちにささやいたことを、彼にこっそり
知らせた。
「こやつは本当に司教からすべてを奪っていくのだな」とインノケ
ンティウスが助言者たちにささやいたと知って25、トマスの心臓は高鳴った！
トマスに教皇のドア番たちを指示したのも、おそらくこの４人の職業法律家
だったのであろう。ドア番たちは、訴訟でよい結末を迎えるためには想像され
る以上に重要であり、彼らに何か贈り物をするのは、それゆえ非常に意味のあ
る投資であった。この客人係たち hostiarii は、訴訟当事者の席順に影響を及
ぼすことができ、それは、合計すると決定的な違いになりうるような、非公式
部分における小さな優位の一つであった。トマスは、まさにこの４人の弁護士
たちと自分たちの側のために契約し、弁護士たちを相手方から掠め取ったこと
を誇っていた。彼は彼らにそれにふさわしく高額の報酬を確約していたが、そ
れに対して司教の代理人たちは、トマスが「弁護士の大群」を彼らの鼻先から
引っさらっていったと、抗議し始めた。これには教皇も笑うしかなく、それは
馬鹿げた非難である、教皇庁では弁護士が不足したことなどない、
と言ってやっ
たのであった。
トマスはイングランドに英雄として帰還したが、しかし彼は、彼が経験した
ことから驚くほどバランスのとれた教訓を引き出している。彼が読者に知らせ
るところによれば、人は弁護士を友人にはしないのであり、人は彼らを雇い、
所与の手続規則の枠内で彼らが合理的に行動し、それによって結果の計算可能
性を高めるという限定された意味で、彼らを信頼するのである。勝利した当事
者の側においてさえ、起きたことに対する責任倫理的な観点（「権利を得るた
めにローマでは多くの金を費やさねばならないということを、私は学んだとは
いえ、しかし私は、すべてを与える義務を、私の「兄弟たち confratres」に対
して負っていたのである」）とその心情倫理的な省察（「私は訴訟に勝ったとは
いえ、しかし、人間たちがいかに彼らの冷たいノウハウを商品として売りに出
25

Thomas of Marlborough, History（注24）
, S. 296.
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すかということを体験するのは、驚愕であった」）との間には、これほどの相
違が存するのである。
それゆえ、学識ある弁護士という社会的形象が古くから存するのと同様、そ
れに対する批判もまた古いものである26。法律家非難はどのような種類のテク
ストにも浸透している。そこに含まれている逆説性は、前近代全体を通じての
法律家への批判にとって特徴的なものである。人はみずからの経験から、法律
家の自己正当化が公共の福祉の増大に関係しているということ、いやそれどこ
ろか、法律家がおよそ好んで至高の社会的善の維持を口の端に載せることを
知っていた27。
まさに法専門家が平和や「共通善」のような社会的善に自らを関連付けるこ
とが、しかし、社会的平和の攪乱は法律家の活動にその原因が帰されるという
反対の結論を容易に導かせ、ここから法律家に対する数え切れない批判が生じ
26

James A. Brundage, The Medieval Advocate’s Profession, in: Law and

History Review 6, 1988, 439–464, 454 Anm. 1. このテーマは更なる注目に値す
る。例えば、同所における Brundage の言明（
「すべてのユートピア文献が法律
家なき世界をより良い世界として描いているのは偶然ではない」
）を参照。目下
のところゲッティンゲンの法制史家 Katharina Flechsig が近世の法律家批判に
関する研究をすすめている。
27

法律家批判の歴史についての文献をいくつか挙げれば、Thomas Wetzstein,

Der Jurist. Bemerkungen zu den distinktiven Merkmalen eines mittelalterlichen
Gelehrtenstandes, in: Frank Rexroth (Hg.), Beiträge zur Kulturgeschichte der
Gelehrten im späten Mittelalter, Ostfildern 2010, S. 243–296, S. 257f.; Patrick
Gilli, La noblesse du droit. Débats controverses sur la culture juridique et le
rôle des juristes dans l'Italie médiévale (XIIe - XVe siècles), Paris 2003; Robert
Gramsch, Nikolaus von Bibra und Heinrich von Kirchberg. Juristenschelte und
Juristenleben im 13. Jahrhundert, in: Zeitschrift des Vereins für Thüringische
Geschichte 56 (2002), S. 133–168; Brundage, Advocate（注26）;Reiner Haussherr,
Eine Warnung vor dem Studium von zivilem und kanonischem Recht in der
„Bible moralisée“, in: Frühmittelalterliche Studien 9 (1975), S. 390–404; Paul
Ourliac, Troubadours et juristes, in: Cahiers de civilisation médiévale 8 (1965), S.
159–177; John A. Yunck, The Venal Tongue. Lawyers and the Medieval
Satirists, in: American Bar Association Journal 46 (1960), S. 267–270; Luigi
Chiappelli, La polemica contro i legisti dei secoli XIV, XV, e XVI, in: Archivio
giuridico 26 (1881), S. 295–322.
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る。イングランドの農民反乱が1381年に大学都市ケンブリッジに達すると、
マー
ジェリー・スターという名の女性がマーケット・スクエアに立ち、羊皮紙を火
に投じているのが見られる。「坊主の知識を追っ払え！

追っ払え！」彼女は

28

そう叫んでいる 。
「まずは法律家を皆殺しにしよう」
、
シェークスピアはジャッ
ク・ケイドに従うある肉屋、典型的な反乱者にこう言わせている29。
前近代のヨーロッパ人のユートピア思想が生み出したよりよい世界の諸構想
は、それゆえしばしば、社会の再獲得された認識論的単純さ、単一性、全体性
という考えに基づいている。ジョン・ヌーナンによれば、ヨーロッパにおける
未来のよりよい世界がこれほどしばしば法律家のいない世界として想像される
ということが、ヨーロッパのユートピア的伝統の奇妙な点の一つなのである30。
「法」と「道徳」は再び一致させられるべきである、人間は全体的に教育される
べきである―「新しい人」の理念（12世紀の諸島出身のアラヌス Alanus ab
Insulis）と「普遍的人間 uomo universale」という人文主義者の理想は、その影
響力を、同時代の専門人という存在と、スペシャリストの精神的モノカルチュ
アを規定していた心理的奇形性との観察から引き出している31。神学的な態度
決定は、そこから見るとすべてが正しい場所に落ちるようなアルキメデスの点
の約束を提供することで、信仰問題から過大な複雑性という問題を引き剥がす。
28

Charles C. W. Oman, The Great Revolt of 1381, Oxford 1906, S. 126f. 全体の

文脈については、Herbert Eiden, „In der Knechtschaft werdet ihr verharren…“.
Ursachen und Verlauf des englischen Bauernaufstandes von 1381, Trier 1995
を参照。
29

William Shakespeare, Henry VI, part 2, 4.2.

30

John Thomas Noonan, From Social Engineering to Creative Charity, in:

Walter J. Ong (Hg.), Knowledge and the Future of Man, New York 1968, S.
179–198, S. 197.
31

Charles Stephen Jaeger, Der vollkommene Mensch in der Philosophie und

Dichtung des 12. Jahrhunderts. Vorgeschichte und Nachleben eines
humanistischen Mythos, in: Martin Kintzinger/Sita Steckel (Hg.), Akademische
Wissenskulturen. Praktiken des Lehrens und Forschens vom Mittelalter bis
zur Moderne, Basel 2015, S. 225–241; Christel Meier, Der ideale Mensch in
Alans von Lille ‚Anticlaudianus‘ und seine Verwandlungen, in: Nikolaus
Staubach (Hg.), Exemplaris imago. Ideale in Mittelalter und Früher Neuzeit,
Frankfurt am Main 2012, S. 137–158.
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「ルター登場前の数十年には、多様な「一つの、一つの、一つの solus, solus,
solus」が反響していた」とベルント・ハムは、宗教改革について現在一般に行
われている一つの解釈をスケッチしているが、彼によれば「キリストのみ、恩
寵のみ、信仰のみ、聖書のみ solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura」
という宗教改革の排他性要求もまた、この伝統の延長上で理解できるというの
である32。
近代の諸条件のもとで、普通の人間を不可欠になった専門家の知のストック
に結びつける「信頼の接着剤」が失われるというリュッベの予測は、
誤っている。
なぜならそれは、文化悲観主義的な没落の語りにおいて、ヨーロッパ諸社会の
ある根本的な対話論理を通り過ぎることに基づいているからである。既に1100
年ごろ以来ヨーロッパで、知の内部分化が専門家という諸制度の形で書き記さ
れ、それについて特別な知の担い手に対する二つの正反対の態度が生み出され
たことを、リュッベの意見は見逃している。理念型的には、一つは「啓蒙的」
態度と呼ばれうるであろう。それは世界の認識論的複雑さを肯定し、平和の保
証、公共の福祉、共同体の繁栄、進歩といった大きな社会的課題を解決する鍵
をそこに求める。それと対立する「ロマン主義的」立場は、世界の認識論的単
純化と、隊列をなして登場するスペシャリストを王座から追い落とすことを要
求し、彼らの権力者への近さ、彼らの党派性、方向付けを与えうるであろうよ
うな価値に関する知に彼らが結び付けられていないこと、といった彼らの活動
の潜在的な危険性を指摘する。この立場の理想は知りうることの統一性で、そ
れは自由に使える知と方向付ける知との統一性、処方を生み出す知と価値に関
する知との統一性をも含んでいる。
知のブリコラージュ的性格に対するゲーテの敏感さは、まったく別の所に位
置していた。専門家を彼は差し迫って必要なものと見なし、専門家に対する依
存はそれゆえ容易に受け入れうるものであった。彼にとって、
個人はよく近寄っ
て見れば、スペシャリストの運搬サービスから構成された一つの「集団的存在」
として現れていた。もちろん彼は、専門家の知の総合、それをわがものにし、
個人的な創作に適応させることは、結局やはり個々人を自分の人生の主人にす
るという点に確信をもっていたがゆえに、安んじてそうすることができたので
32

Berndt Hamm/ Michael Welker, Die Reformation. Potentiale der Freiheit,

Tübingen 2008, S. 7.
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ある。「個人」、「自然」、そして分析に対する総合の優位が、彼にとって、知を
もたらす者たちを、いかに彼らが歓迎されるものであったとはいえ、配達人の
地位に置くような上位の統一性の保証であった。このより高次の統一性の存在
についての合意が危険にさらされるように見える場合にはじめて、ゲーテは感
じやすくなり、この点では彼は行くべき道についてソレにも完全には信を置か
なかった。彼が推測するところでは、ソレは、彼にとって分析に対する総合の
優位のリトマス試験であった光学の諸事項について、彼自身よりもニュートン
に近い立場をとっていたのである。ソレが1832年２月のあの午後遅くにゲーテ
のもとへ着いたとき、ゲーテは手早く、過ぎた日々の間彼の光学実験を行って
いた器材をしまいこんだ。こうして「物理学についての退屈なおしゃべり33」の
代わりに、社会的なるものの世界における、部分と全体の関係に立ち入る対話
が展開されたのである。
（訳者後記）
本稿は、2018年３月24日に、専修大学で開催された比較国制史研究会におい
て、フランク・レックスロート教授が行った講演の翻訳である。教授には事後
に関連する文献等を挙示する注を付していただいた。同教授は、訳者が研究代
表をつとめる JSPS 科研費基盤 B（16H03535）の費用によって来日し、約１週
間滞在された。さまざまな役職による多くの仕事をこなす中での来日、長時間
に及んだ講演と議論、その後の注による補足作業など、すべてについて、レッ
クスロート教授に深く感謝する。また、研究会の会場を準備していただいた、
専修大学法学部の小川浩三教授にも御礼を申し上げたい。
教授の経歴と業績については、フランク・レックスロート「学問の身体と精
神：1070年ごろ以降の初期スコラ学の学校についての観察」の訳者後記を参照
していただきたい。
本講演は、冒頭にあるように、ゲッティンゲン大学で2009年から2018年まで
開設されていた Graduiertenkolleg「12世紀から18世紀までの専門家文化」にお
ける研究と議論を背景としている。レックスロート教授はこのプロジェクトの
中心メンバーであったが、本講演の注でもいくつか挙げられているように、プ
ロジェクトは多くの豊かな成果を提出した。比較的初期の論集として、Björn
33

Soret（注１）
, S. 629.
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R eich , Frank R exroth , Matthias R oick (Hg.), Wissen, maßgeschneidert.
Experten und Expertenkulturen im Europa der Vormoderne, (Historische
Zeitschrift, Beiheft 57), München 2012 お よ び Hedwig Röckelein und Udo
Friedrich (Hg.), Experten der Vormoderne zwischen Wissen und Erfahrung,
(=Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Zeitschrift des
Mediävistenverbandes 17-2), Berlin 2012 があり、最近公刊された成果として、
Frank R exroth und Teresa S chröder -S tapper (Hg.), Experten, Wissen,
Symbole. Performanz und Medialität vormoderner Wissenskulturen,
(Historische Zeitschrift, Beiheft 71), München 2018 および Marian Füssel, Antje
Kuhle und Michael Stolz (Hg.), Höfe und Experten. Relationen von Macht
und Wissen in Mittelalter und Früher Neuzeit, Göttingen 2018 がある。またプ
ロジェクトは、Jan-Hendryk De Boer, Die Gelehrtenwelt ordnen. Zur Genese
des hegemonialen Humanismus um 1500 (Spätmittelalter, Humanismus,
Reformation 101), Tübingen 2017; Jana Madlen Schütte, Medizin im Konflikt.
Fakultäten, Märkte und Experten in deutschen Universitätsstädten des 14.
bis 16. Jahrhunderts (Education and Society in the Middle Ages and
Renaissance, Vol. 53), Leiden/Boston 2017 など若手研究者による多くの博士論
文も生み出している。
レックスロート教授は本講演で、これらの成果をもふまえつつ、西洋中世に
おける専門家という社会的形象の登場とその意義についての教授の見方のエッ
センスを印象的に提示している。専門家の存在を支える４つの場の概観からは、
専門家の出現という現象の幅広さを知ることができる。講演では専門家とそれ
に付随する問題状況が、とりわけ法律家に即して語られており、マールボロの
トマスを扱った部分は、西洋中世中期における学識法律家の存在意義と彼らに
対する複雑な視線を、ヴィヴィッドに伝えるものとなっている。講演後の質疑
応答では、12世紀ごろの転換の意味、専門知の伝達と発展における大学の役割、
大学とは別に展開される知的活動、知識と社会的流動性、
知識人のアイデンティ
ティ、古代史・近世史からのコメント、など多方面から議論がなされた。レッ
クスロート教授と討論参加者に改めて御礼を申し上げる。わが国の関心ある読
者にとって、本講演の翻訳が専門家の歴史的意義を考えるうえで手がかりにな
れば、訳者としては幸いである。
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被担保債権が免責許可決定の効力を受ける場合の抵当権の消滅時効

最高裁平成30年２月23日第二小法廷判決（民集72巻１号１頁）
Ⅰ

事実の概要

（1） 平成13年２月13日、Ｘと貸金業者Ｙとの間に金銭消費貸借契約（本件契
約）が締結され、同日、ＸのＹに対する債務を担保するため、不動産甲にＸが
有する共有持分について、債務者をＸ、根抵当権者をＹとする極度額300万円
の根抵当権（本件根抵当権）の設定、及び、根抵当権設定仮登記がされた。
（2） Ｘは、本件契約に基づきＹから金銭の借入れと返済を行っていたが、平
成17年９月28日以降返済をしなくなった。同年11月24日、Ｘが破産手続開始お
よび破産手続廃止の決定を受けたことにより、本件根抵当権の担保すべき元本
が確定した。平成18年１月26日、Ｘは、免責許可決定を受け、同決定は、同年
２月24日に確定した。
（3） 平成27年12月18日に、ＸはＹに対して本件根抵当権の被担保債務につい
て消滅時効を援用する旨の意思表示をした上で、本件根抵当権が消滅したとし
て、上記仮登記の抹消登記手続を求めた。
（4） 第１審判決（福岡地小倉支判平成28年７月27日金判1542号20頁）は、最
判平成11年11月９日民集53巻８号1403頁を引用し、同判決は、免責決定の効力
を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求し、その強制的実現
を図ることができなくなり、もはや民法166条に定める「権利を行使すること
を得るとき」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないことか
ら、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人はその債権の消滅時効を援用すること
［157］
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はできないとした判決であるとした。その上で、本件は、「同判決の直接的な
射程に入るものではないが、物上保証が付されている債権の債権者も、被担保
債権の消滅時効の完成を中断するために訴訟提起により履行を請求することが
できない状況は同様である」とした。さらに、「物上保証については、実行に
よる中断も可能ではあるが、中断のために債権者が望まない時期の実行を余儀
なくされることは物上保証の制度趣旨に符合しないため、物上保証の被担保債
権についても、やはり消滅時効の進行を観念することができないものと解する
べきである」としている。そして、このような解釈によれば、債務者は担保権
自体の消滅時効を援用するほかなくなるが、この債務者の不利益は、物上保証
制度に内在するリスクが発現したものに過ぎないとした。
以上のように述べ、第１審は、本件被担保債務については、消滅時効は成立
せず、本件被担保債務は本件仮登記の被担保債務として存在しているから、Ｙ
には本件仮登記の登記保持権限が認められるとし、Ｘの請求を棄却した。
（5） これに対して、Ｘが控訴した。控訴審判決（福岡高判平成28年11月30日
金判1542号20頁等）は、第１審同様に、最判平成11年11月９日民集53巻８号
1403頁を引用し、免責決定の確定によりＹの破産債権については消滅時効の進
行が観念できないとした。
控訴審は、Ｙの債権が免責許可決定の効力を受ける債権であることについて、
次のように認定している。すなわち、Ｘが破産手続開始決定を受けた当時、Ｘ
は、Ｙに対し、本件被担保債務を負っていたところ、免責決定の確定により本
件被担保債務につき、その責任を免れている。そうすると、「本件被担保債務
に係わる債権は、控訴人が受けた免責決定の効力を受ける債権である」から、
当該債権については、消滅時効の進行を観念することができないとした。
そして、「抵当権は、債務者（控訴人Ｘは本件被担保債務に係わる債務者で
あり、本件仮登記の設定者である。）に対しては、その担保と同時でなければ、
時効によって消滅しない（民法396条）」ことから、Ｘの請求には理由がなく、
これを棄却するとした。
第１審判決が、「債務者は担保権自体の消滅時効を援用するほかな」いとし
て当該担保権自体の消滅時効が進行することを前提としているのに対して、控
訴審判決は、民法396条の適用に基づき被担保債権が消滅時効にかからない以
上は、Ｙの抵当権自体も単独で消滅時効にかかることはないとしている。
北法69（5・25）1341
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Ⅱ

判旨

〈上告棄却〉
１ 「
（1）免責許可の決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもっ
て履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、上記債権について
は、もはや民法166条１項に定める「権利を行使することができる時」を起算点
とする消滅時効の進行を観念することができないというべきである（最高裁平
成９年（オ）第426号同11年11月９日第三小法廷判決・民集53巻８号1403頁参照）
。
このことは、免責許可の決定の効力を受ける債権が抵当権の被担保債権である
場合であっても異なるものではないと解される。」
２ 「
（2）ア

民法396条は、抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、

被担保債権と同時でなければ、時効によって消滅しない旨を規定しているとこ
ろ、この規定は、その文理に照らすと、被担保債権が時効により消滅する余地
があることを前提としているものと解するのが相当である。そのように解さな
いと、いかに長期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない
抵当権が存在することとなるが、民法が、そのような抵当権の存在を予定して
いるものとは考え難い。
イ

そして、抵当権は、民法167条２項の「債権又は所有権以外の財産権」に

当たるというべきである。論旨（Ｘの上告受理申立ての理由）は、抵当権の被
担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合の抵当権自体の消滅時効期間は
被担保債権の種類に応じて５年（商法522条）や10年（民法167条１項）である旨
をいうが、そのように解することは、上記の場合にも被担保債権の消滅時効の
進行を観念するに等しいものであって上記（1）と相いれず、また、法に規定の
ない消滅時効の制度を創設することになるものであるから、採用することがで
きない。
ウ

したがって、抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合

には、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係におい
ても、当該抵当権自体が、同法167条２項所定の20年の消滅時効にかかると解
するのが相当である。
（3） 以上のことは、担保すべき元本が確定した根抵当権についても同様にあ
てはまるものである。しかしながら、本件事実関係の下においては、本件根抵
当権を行使することができる時から20年を経過していないことが明らかである
から、根抵当権仮登記抹消請求は認められない。」
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〈山本庸幸裁判官の補足意見〉
「民法396条は、債務者及び抵当権設定者が被担保債権について弁済をしない
で抵当権の時効消滅を主張することは信義に反するため、これらの者について
は抵当権自体の時効消滅を認めないという趣旨の規定であると解される。本件
のように、抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受けることにより訴
えをもってその強制的実現を図ることができなくなっている場合には、債務者
及び抵当権設定者がそのような被担保債権に対する弁済をせずに抵当権の時効
消滅を主張しても、信義に反するとはいえないのであり、上記のような同条の
趣旨に照らしても、抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合
には、同条の適用はないというべきである。」
Ⅲ

検討

１

本判決の意義
本件では、Ｙに対する金銭債務のために自己所有の不動産上に根抵当権を設

定したＸが、被担保債権の消滅時効を援用し、根抵当権設定仮登記の抹消を求
めて訴えを提起した。これに対し、Ｙは、当該被担保債権にはＸに対する破産
免責の効力が及ぶことから消滅時効にかからないとして争ったものである。本
件では、消滅時効の援用前にＸが破産し、当該被担保債権には破産免責決定の
効力が及んでいる。最高裁は、免責許可決定の効力を受ける債権について消滅
時効の進行は観念できないとし、当該債権のために設定された抵当権は、167
条２項所定の20年の消滅時効にかかるとの判断を示した。
本判決は、免責許可決定の効力が及ぶ債権の消滅時効を否定する理由として、
連帯保証付債権が免責を受けたケースについての最判平成11年11月９日判決を
引用し、「免責により強制的実現を図れない債権にはもはや消滅時効制度が適
用されない」との同判決の理論が、本件のような抵当権の被担保債権が免責さ
れた場合にもあてはまることを示した（判旨１）。また、これまで、免責の効
力が及ぶ債権を担保するための保証債務ないし担保権が消滅時効にかかるのか
という問題ついては先例がなかった。この点、本判決は、免責の効力が及ぶ債
権を被担保債権とする抵当権については、民法396条の適用が否定され、民法
167条２項（平成29年改正後は166条２項）により単独で20年の消滅時効にかか
ることを明らかにした点において重要な意義を有する（判旨２）
。
本判決は、破産手続上の破産免責の効力により、実体法上の債権が「強制的
北法69（5・23）1339
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実現を図ることができない債権」となった場合に、さらに当該免責債権及び抵
当権の消滅時効がどのような影響を受けるのかという理論的な問題への最高裁
の立場を示したものである。その問題の実質は、破産免責を受けた破産者と抵
当権者の利益を時効という場面においてどのように調整するかという点にあ
る。この点、本判決は、抵当権者による中断措置の確保が必ずしも十分ではな
い状況において抵当権独自の消滅時効を認めており、このような消滅時効が正
当化されるのかについて検討が必要である。
２

本件における抵当権者の地位
本件におけるＹは、Ｘに対する金銭債務を担保するため、Ｘの不動産上に根

抵当権の設定を受けているが、Ｘについての破産手続開始決定と同時に破産手
続廃止の決定がなされ1、その後の破産免責許可の決定により、
被担保債権には、
破産免責決定の効力が及ぶに至っている。このような破産手続の経緯における
Ｙの法的地位を確認する。
（1） 破産手続における抵当権の効力
通常の破産手続では、破産管財人が破産者の総財産を換価し、債権者に配当
が行われるため、破産手続の開始決定がなされると、
各債権者は破産手続によっ
てしか権利を行使することができなくなる（破産法100条１項）
。しかしながら、
破産法が実体法秩序を前提としたものである以上、実体法上、担保権者が有す
る優先弁済権とそれを実現するための換価権とを無視することはできない2。そ
こで、優先弁済への期待を破産手続上も保護する観点から3、破産法は「破産手
続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵
当権を有する者」の権利については、「破産手続によらないで行使することが
できる」旨を規定しており、これを別除権という（破産法２条９項）4。
1

裁判所は、破産財団について、破産手続きの費用をも償うに足りないと認め

たときは、破産手続開始と同時に破産手続廃止決定をしなければならない。こ
れを、同時破産手続廃止または同時廃止（破産法216条１項）という。
2

水元宏典『倒産法における一般実体法の規制原理』
（有斐閣、2002年）52頁。

3

伊藤眞『破産法・民事再生法［第４版］
』
（有斐閣、2018年）467-469頁。

4

その要件として、抵当権が破産手続前に登記されていることが要求される（破

産法49条参照）
。この点、本件は、仮登記の事案であるが、順位保全効を有す
［161］

北法69（5・22）1338

民事判例研究

（2） 免責許可決定の影響
このように、
（根）抵当権者は、破産手続外で別除権を行使できるわけであ
るが、本件のように破産者が免責許可を受け、被担保債権にその効力が及ぶ場
合においても同様に権利行使が認められるのか。
破産手続終了後に残存する債務は、破産者にとって大きな負担となる5。破産
手続は、破産者の財産を破産債権者に公平に分配するとともに、個人である破
産者については、自由財産を基礎として経済的再出発を促す役割を果たすこと
を予定している（破産法１条）。そこで破産者を破産債権者による追及から解
放することによって自由財産に基づく生活や事業活動を可能にし、破産者の経
済的再生を図る趣旨から、免責制度が設けられた6。法は、免責許可決定確定の
効果として（破産法252条７項）
、破産者は、破産手続きによる配当を除き、破産
7
債権について、
「その責任を免れる」と規定する（破産法253条１項柱書本文）
。

かかる破産免責は、破産者が悪意8をもって加えた不法行為に基づく損害賠償
請求権その他、破産法253条１項に非免責債権として規定されたものを除いて
すべての破産債権に及ぶ。
ただし、破産免責は、保証人、連帯債務者、物上保証人などに影響を及ぼさ

るのみの仮登記であっても、破産手続前に登記されていれば破産手続において
効力を主張できることが第１審判決において確認されている。
5

なお、債務者が法人である場合は、破産手続開始は一般に解散事由（一般法

人148条６号、202条１項５号、会社法471条号等）であることから、破産手続終
了により法人格が消滅すれば債務も消滅するので（最判平成15年３月14日民集
57巻３号286頁）
、このような問題は生じない。
6

伊藤・前掲注３）762-766頁。

7

破産免責は、昭和27年に、経済的に破綻した破産者を窮状から救済し、その

再起更生を図る目的で英米法の制度に倣って取り入れられたものである。破産
法は、免責制度をもたないドイツ法を継受して立法化されたが、破産者にとっ
ては総債権者のため公平な清算を図るという以上に格段のメリットはなく、破
産申立ては、債権者が自己の債権を破産者に弁済させるために圧力をかける手
段として用いられるケースが多かったところ、免責制度は、かかる状況を打開
すべく導入されたとされる（山垣清正「破産免責の効力－殊に免責の法律的性
質について－」金法1214号（1989年）6-11頁参照）
。
8

この悪意とは、不正な害意を意味すると解するのが通説である（兼子一編『破

産法』
（青林書院、1959年）275頁等）
。
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ないとされている（破産法253条２項）。その趣旨は、保証人等は、まさに主債
務者の破綻に備えたものであるためと説明される9。
この点、別除権に破産免責が及ぶかどうかについては特に規定はないが、別
除権にも免責許可の影響が及ばないことは当然のことと説明される。
すなわち、
「担保権付債権については、別除権として保護されている限度で、免責決定確
定後もその債権に基づく担保権の実行は妨げられない」とされる10。
以上からすると、本件では、Ｘに対する免責決定の確定により、Ｘは被担保
債務につき責任を免れるが、Ｙの根抵当権の実行は妨げられるものではない。
すなわち、本件では、Ｘの免責許可決定後においても、Ｙが根抵当権を行使し
うることを前提に、かかる根抵当権が時効により消滅するかが争われている。
３

破産免責の効果論
判旨１は、免責の効力を受ける債権の消滅時効を否定するにあたり、その前

提として、かかる債権の効力を論じている。そこで、破産免責の効果に関する
従来の学説と判例の状況を概観する。
（1） 学説
破産法253条１項柱書本文は、破産者は、破産手続による配当を除き、破産
債権について、その責任を免れると規定するが、「その責任を免れる」ことの
意義は条文からは自明ではない。そのため、破産免責の効果として、債務自体
が消滅するのか、また、責任のみが消滅するのかが論じられてきた11。

9
10

伊藤眞、岡正晶ほか『条解破産法［第２版］
』
（弘文堂、2014年）1544頁。
増田輝夫、原武一實、廣瀬和泰『破産事件における書記官実務の研究』
（司法

協会、
1995年）509頁、
裁判所書記官研修所編『破産法講義案［四訂版］
』
（法曹會、
1981年）361頁、斎藤秀夫、麻上正信、林屋礼二編『注解破産法』
（青林書院、
1998年）1147頁。
11

免責の効果については、破産債権者と破産者との弁済合意の効力をめぐり裁

判上の争いがある。裁判所は、免責後に破産者と破産債権者の間でなされた破
産債権の弁済合意につき、免責の趣旨に反し無効であるとする（横浜地判昭和
63年２月29日判時1280号151頁）
。また、破産宣告後、確定した破産債権に過去
１年分の利息を付加して元本とした準消費貸借を締結したとしても、その債権
にも免責の効果が及ぶとされる（名古屋地判昭和55年12月12日判タ440号139
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従来からの通説は、免責により破産者の責任のみが消滅し、債務はいわゆる
自然債務として存続するという自然債務説である12。同説の根拠は、
「責任を免
れる」との条文の文言のほか、免責の効果が保証人等に対する破産債権者の権
利に影響を及ぼさず（破産法253条２項）、保証債務が存続する以上、主債務た
る破産者の債務も存続しないと、保証債務の付従性（民法448条参照）に反する
ということに置かれている13。
これに対し、免責により、破産者の債務自体が消滅するという債務消滅説も
有力に唱えられてきた14。同説は、破産免責後も債務が残ると考えるとそれが
訴求力・強制力を欠くものであっても、事実上の弁済強要を誘発し、債務者の
経済的更生が阻害されるおそれがあることを主な理由とする。
（2） 判例
免責の効力を受ける債権に関する最高裁判所の判断として、最判平成９年２
月25日判時1607号51頁（以下、
「平成９年判決」とする。
）がある。同事案では、
免責の効力を受ける破産債権の債権者が、当該債権に基づいて詐害行為取消権
を行使しうるのかが争われた。
平成９年判決の事案は、次のようなものである。平成２年11月Ａ社とその代
表取締役ＢがＸに対して負う債務について、Ｂの妻Ｃが２億円の極度額の範囲
で連帯保証した。同年秋頃より、Ａ社の経営が行き詰まり、それまで資金提供
を受けてきたＤ社からの追加支援はもはや困難な状況となっていた。そこで、

頁）
。このほか、免責決定確定後に破産債権者は破産債権を自働債権として破
産者に対する債務と相殺することができるかという問題について、学説は否定
的に解している。
12

我妻栄『新訂債権総論』
（岩波書店、1964年）70頁、山木戸克己『破産法』
（青

林書院、1974年）303頁、山垣清正「破産免責の効力」金法1214号（1989年）６頁、
奥田昌道『債権総論［増補版］
』
（悠々社、1993年）94頁、斉藤秀夫ほか編『注解
破産法［第３版］
（下）
』
（青林書院、1998年）822頁［池田辰夫］
。
13

このように付従性を根拠に置くことに対しては、253条２項は立法的にその

例外を定めたと解することができるので、決定的な理由にはならないとの指摘
がなされている（伊藤・前掲注３）788頁）
。
14

兼子一『新版強制執行法・破産法』
（法律学講座双書、1964年）267頁、伊藤・

前掲注３）786-789頁。
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Ｃは、Ｄ社役員と相談の上、平成３年６月、Ｄ社の株式1600株を一株500円の
額面価格（合計80万円）にてＤ社従業員Ｙらに譲渡したが、その時点において
Ｃには他にみるべき資産がほとんどなかった。同年12月、Ｃは、自己破産を申
し立て、破産宣告及び破産廃止決定（同時破産廃止決定）を受け、その後Ｃは、
破産免責を申し立て、平成５年12月に免責決定を受けて確定した。そこで、Ｘ
は、ＣによるＹらへの株式譲渡はＸを害することを知りながら行われた不当な
廉価売却であるとして詐害行為取消訴訟を提起した。
最高裁は、「詐害行為取消権は、債務者の責任財産を確保し将来の強制執行
を保全するために債権者に認められた権利であるところ、（本件では）連帯保
証債務につき（破産法の規定による）免責決定を受けてこれが確定したことに
より、ＸのＣに対する連帯保証債務履行請求権は、訴えをもって履行を請求し
その強制的実現を図ることができなくなったものであり（破産法366条の12、
現行法253条１項柱書本文参照）、その結果詐害行為取消権行使の前提を欠くに
至ったものと解すべきである」とし、詐害行為取消権の行使を否定した。
平成９年判決は、免責の効力を受ける債権が強制的実現可能性を持たない債
権であることを明示した最初の最高裁判決である。同判決については、破産免
責の効果に関する自然債務説と親和性があると評する見解が多い。同事案は、
免責の効力を受ける債権を被保全債権とする詐害行為取消の可否が争われたも
のであるが、判旨を読む限り、詐害行為取消の事案に限らず、免責許可決定の
一般的な効力として債権の強制的実現を否定したもののように解される。
なお、平成９年判決に対しては、免責による実体法上の権利の制約を必要最
小限にとどめるべきとの観点から、制限的に解するべきとの指摘がある。すな
わち、同判旨を破産免責制度の目的との関連で解釈するならば、「破産者の更
生に支障をきたすから強制的実現可能性を奪われた債務」であるため、かかる
目的を害しない限りでは、強制的実現（及びこれに結びつけられている諸権利
の行使可能性）を残しておく余地があるとするのである15。この見解によれば、
免責の際には、具体的な問題状況において、免責の効力を受ける債権に強制的
実現を認めた場合に、破産免責制度の趣旨が阻害されないかを考慮すべきこと
になろう。
15

潮見佳男「判批」金法1524号（1998年）22-25頁。
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４

破産免責許可決定の効力が及ぶ債権の消滅時効
以上のように、破産免責の効果として、学説上は、免責の効力を受ける債権

は消滅するとの見解もあるが、判例および通説によれば、当該債権自体は消滅
するものではなく、その責任を免れることとなる。このように免責の効力が及
ぶ債権が存続するならば、かかる債権について消滅時効は進行するのか。免責
の効力を受ける債権の存在は、債務者にとっては負担とならないものの、その
保証人にとっては保証債務の存続を意味するため重大な利害がある。そこで、
付従性により保証債務を消滅させるために、保証人が免責の及ぶ主債務の時効
消滅を主張し、その成否が争われてきた16。

16

このような破産免責に関連するものとして、主債務者たる法人が破産手続終

結決定により法人格を失ったケースがあり、判例は古くから、主債務の消滅後
も保証債務が存続することを認めている（大判大正11年７月17日民集１巻460
頁）
。この場合に、保証人が主債務の時効消滅を援用できるかという問題に関
して、最高裁は、破産終結による法人格消滅（破産法35条）により「会社の負担
していた債務も消滅」し、
「もはや存在しない債務について時効による消滅を観
念する余地はな」く、この理は、
「同債務について保証人のある場合にも変わら」
ず、
「保証人は主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成した
ことを主張して時効の援用をすることはできない。
」と判示する（最判平成15年
３月14日民集57巻３号286頁）
。ここでは、同時に保証債務の消滅時効も採用さ
れたが、承認により時効中断されたことが、差戻審で認定されている。同判決
の示すように、法人破産のケースでは、破産手続終了により法人格が消滅し、
主債務が消滅することから、主債務につき消滅時効は進行しないとの理論的帰
結が導かれる。しかしながら、免責の場合には、実体法上、主債務が消滅する
のではなく自然債務となるというのが通説的な見解であるため、このような主
たる債務についてその保証人が主債務の消滅時効を援用できるのかという問題
が生じるのである。なお、平野裕之「担保債務としての保証債務における附従
的保証債務と独立的保証債務：独立消滅時効の可能性」
（2015年）では、上記２
判例に関して、主債務者たる法人が破産した場合、もはや存在しない主債務に
ついて時効の進行は観念できないとしながら、その後も独立して存続する保証
債務の付従性との関係をめぐっては明確な説明がなされていないと指摘する。
平野教授は、このような付従性と独立性について、保証契約の解釈として附従
的な保証債務という当初のバージョンから、究極的には独立的保証債務という
最終バージョンへと変容することが宿命づけられていると説明する。
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（1） 学説
従来の学説は、主債務に対する破産免責の効果論を前提に、その消滅時効の
進行を議論してきた。
まず、免責により、破産者の債務自体が消滅するという債務消滅説によれば、
消滅時効との関係では、保証債務のみが残るので主債務の時効を考える余地は
ない。債権者の時効管理としては、保証債務の時効中断さえしておけばよいと
される17。
次に、免責により破産者の責任のみが消滅し、債務はいわゆる自然債務とし
て存続するという責任消滅説は、時効の解釈に関しては２つに分かれる。第１
は、なお存続する主債務について消滅時効が進行し、債権者は主債務者との関
係でも中断する必要があるとする18。第２は、免責された主債務については、
消滅時効制度の適用の前提が失われ、時効消滅の進行を観念できなくなるとす
る。そのため、中断も問題とならないので、債権者は保証債務の時効中断さえ
すればよいとされる19。
（2） 判例
免責許可決定の効力が及ぶ債権の保証人が、かかる債権（主債務）の時効消
滅を援用し、付従性に基づき自らの保証債務も消滅したと主張するケースとし
て、最判平成11年11月９日民集53巻８号1403頁（以下、
「平成11年判決」とする。
）
がある。
平成11年判決の事案の概要は、次のようなものである。Ａ（商人）が銀行Ｂ
から金銭を借り入れるにあたり、信用保証協会ＸがＡのＢに対する債務を信用
保証した。Ｙは、Ａがこの信用保証に基づいてＸに対して負担する債務を連帯
保証した。その後、Ａが期限の利益を喪失したため、Ｘは、Ｂに対してＡの債
17

吉原省三「判批」金法851号（1978年）３頁。

18

小澤征行ほか「主債務者が法的整理に入った場合の保証債務の消滅時効」金

法996頁（1983年）16頁。
19

酒井廣幸『時効の管理』
（新日本法規出版、2018年）672-673頁、福永有利「コ

メント」銀法510号（1995年）24頁。平成29年民法改正により、時効の中断（民
法147条）は、時効の更新（改正民法147条２項、148条２項）に改められたが、
本稿の検討内容に影響を与えるものではないと考える。時効の更新については、
酒井書、339-425頁参照。
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務を弁済し、Ａに対する求償債権とＹに対する連帯保証債権を取得した。次い
で、Ａは、破産による免責許可の決定を受けた。同事案では、ＸがＹに対して
連帯保証債務の履行を求める訴えを提起し、平成３年３月９日に勝訴判決が確
定したので、同債務についての新たな時効の完成は平成13年３月となる（民法
174条の２）。しかし、Ａに対する求償債権の時効期間は５年であり、時効の完
成が間近に迫ったため、Ｘは、これを中断する必要があるとして平成８年に連
帯保証債務の履行を求めて訴えを提起したものである20。同事案で問題となっ
たのは、免責の効力を受けるＸのＡに対する求償債権が、消滅時効にかかるか
という点であった。
最高裁は、免責許可の決定の効力を受ける債権について、消滅時効の進行を
観念できないとした。その理由として、かかる債権については訴えをもって履
行を請求しその強制的実現を図ることができないものであり、もはや民法166
条１項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の
進行を観念することができないためとした。その結果、同事案においては、免
責の効力により、Ｙは主債務（求償債権）の消滅時効を援用して自己の債務を
免れることはできないので、Ｘには時効中断のための再訴提起の必要性は認め
られないとした。
（3） 平成11年判決の意義と学説の展開
平成11年判決は、連帯保証付きの主債務について免責決定の効力が及ぶ場合
に、当該主債務についてはもはや消滅時効の進行を観念できないことを明らか

20

平成11年判決の争いは、次のような前提のもとで提起されたものである。信

用保証協会が求償債権の連帯保証人に対して裁判上の請求をすると、その時効
中断効は主債務者にも及ぶが（民法458条、434条）
、確定判決による時効期間延
長の効果（民法174条の２）は判決の当事者にのみ生じ、当事者ではない主債務
者には及ばないため（大判昭和20年９月10日民集24巻82頁）
、主債務の時効期間
は５年のままである。この場合、保証人は主債務者の消滅時効を援用すること
ができ（大判昭和８年10月13日民集12巻2520頁）
、その結果、主債務が消滅する
と付従性により保証債務も消滅する。そこで債権者は、連帯保証人に対する勝
訴判決があっても、同人が主債務の消滅を援用して債務を免れることを防ぐ必
要があるので、連帯保証人に対する同一請求権についての再訴の利益が認めら
れることがある
（東京高判平成５年11月15日金法1393号35頁、
判時1481号139頁）
。
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にした最初の最高裁判決である。判旨では、免責の効力を受ける債権の効力を
論じた上で、消滅時効の成否を検討するという理論構成がとられている。
平成11年判決は、免責の効力を受ける債権は、「訴えをもって履行を請求し
その強制的実現を図ることができな」い権利であるとする。ここでは、先例は
引用されていないものの、免責の効力を受ける債権は、「訴えをもって履行を
請求しその強制的実現を図ることができなくなったものである」とした平成９
年判決の判断を前提とするものと解される。その上で、このような債権は、も
はや民法166条１項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする
消滅時効の進行を観念することができないとし、連帯保証人による主債務の消
滅時効の援用を否定した。
平成11年判決が免責の効力を受ける債権について、消滅時効の進行を否定し
たという結論については、学説上肯定的な評価がなされている。その理由は、
消滅時効の進行を肯定すると、時効完成前であれば免責された債権の回収も適
法であるという誤った期待を債権者に抱かせ、その期待は債権者に時効中断措
置をとらせる動機となり、債権者は免責を受けた債務者に対し債務の承認を求
めるなどして、債務者の平穏は害され、その経済的再出発が阻害されることに
あるとされる21。
一方、平成11年判決とは反対に、免責の効力を受ける債権の時効消滅を認め
るべきであるとの主張もなされてきた。
すなわち、平成11年判決の示す免責を受ける債務がいわゆる自然債務をいう
ものであるとしても、時効の援用による完全な消滅を認めることは妨げられる
ものではなく、かかる債務についても時効完成を認める実益があるとするので
ある22。同見解によれば、同事案については、より端的に免責債務の消滅時効
が進行・完成しうるものとしたときに、連帯保証人が免責債務の時効を援用で
きるのか、という援用権者の範囲の問題としてアプローチすべきことを主張す
る。そして、たとえ免責債務について時効が完成しても、
債務者の時効援用は、
破産法253条２項により、連帯保証債務の消滅を来さないので、連帯保証人に
よる免責債務の時効援用も認められないとする。

21

中田裕康「判批」金法1588号（2000年）29-32頁、
水元宏典「判批」法学教室（2000

年）146-147頁。
22

松久三四彦「判批」判時1715号（2000年）187-192頁。
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また、判旨の民法166条１項の解釈については、「権利を行使することができ
る時」を給付訴訟による強制的実現に限定して解するものであるとして疑義を
呈する見解もある23。同条項が「権利を行使することができる時」を消滅時効の
起算点とした立法趣旨は、期限未到来条件未成就のような「未だ行使すること
のできぬ権利」については、権利の不行使を権利者の怠りとは評価できないか
ら、というものであった24。これによれば、強制的実現ができずとも、期限な
いし条件という点から行使が可能であるならば、時効の進行は否定されないと
解される。ここでは、「いまだ行使できない権利」と「既に行使できるが弱い権
利」は、当然には同視できないとするのである25。
この見解はさらに、免責債務について物上保証がなされたケースを想定し、
免責債権の消滅時効の進行を否定するべきではないとの主張もなされてい
る26。すなわち、抵当権は、免責前には被担保債権の時効期間である10年ない
し５年の商事時効により時効消滅しうる状況にあったのが、免責によって20年
の時効（民法167条２項）へと長期化する。かかる事態は、物上保証人に不利益
な変更であり、破産法253条２項が、免責の効果は物上保証人らに影響を及ぼ
さないとした趣旨にも合致しないとするのである。
このように学説上は、平成11年判決とは反対に、免責の効力を受ける債権の
消滅時効の進行を認めるべきであるとの主張もなされてきた。
なお、平成11年判決は、免責の効力を受ける債権の時効消滅を否定したもの
であるが、かかる債権のための連帯保証債務自体の時効については争点とされ
ず、判示するものではない。
５

時効と抵当権の消長をめぐる問題
本判決は、免責の効力を受ける債権の消滅時効の進行を否定し、これを被担

保債権とする抵当権については、民法167条２項のもと被担保債務と独立した

23

中田・前掲注21参照。

24

法務大臣官房司法法制調査部監修『法典調査会民法議事速記録』
（商事法務研

究会版、1983年）１巻531頁［梅謙次郎発言］
、梅謙次郎『民法要義巻之一』
（法
政大学、1896年）353頁。
25

中田・前掲注21参照。

26

中田・前掲注21参照。
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消滅時効が進行するとしている（判旨２）。一般に、抵当権は、債務者との関
係では、民法396条により主債務と同時でなければ時効消滅しないとされるが、
本件では同条の適用が明示的に否定され、抵当権が独立した権利として消滅時
効にかかると示されたのである。
（1） 抵当権の消滅時効に関する規定
ア

学説
通説によれば、抵当権は、その目的として従たる権利としての付従性を有す

るものであるが、本質的には被担保債権とは別個の権利であるから、「債権又
は所有権以外の財産権」として、20年の消滅時効にかかる（民法167条２項）
。
ただし、抵当不動産が債務者ないし物上保証人の所有に属する限り、被担保債
権が存在するにもかかわらず、抵当権の時効消滅を主張することは信義則に反
する。そこで、民法396条は、債務者及び抵当権設定者に対する関係において
例外を設けたものとされる27。
このように通説が、抵当権は被担保債権から独立して消滅時効にかかりうる
ことを想定しているのに対し、現行法の条文解釈から、抵当権は単独で時効消
滅することはないとの見解が有力に唱えられてきた。すなわち、民法396条が
債務者及び抵当権設定者につき、抵当権の消滅時効は被担保債権の消滅時効と
運命を共にし、抵当権のみが消滅時効にかかることはないと定めていること、
そして、民法397条は、債務者及び抵当権設定者以外の者で抵当不動産を占有
する者につき、取得時効が完成した場合にのみ、その結果として抵当権が消滅
することを定めていることからすれば、抵当権は単独で消滅時効にかかること
はないとするのである28
このような有力説に対しては、結局のところ、抵当権の消滅を第三者の取得
時効の効果としてみるものであるから、民法397条の意義を明らかにし得ず賛

27

柚木馨・高木多喜男編「新版 注釈民法（９）物権（４）
」
（有斐閣、2015年）
［柚

木馨、小脇一海、占部洋之］469-471頁。
28

有泉亨「後順位抵当権者及抵当物件の第三取得者と抵当権の消滅時効」民商

13巻５号（1941年）809頁、
来栖三郎「判批」判民昭和15年度（1954年）464-467頁。
抵当権の時効に関する最近の研究として、香川崇「抵当権の時効（一）
」富山大
学経済論集第63巻３号（2018年３月）41頁以下がある。
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成できないとの批判がある。その上で、被担保債権と独立した抵当権の時効消
滅については、もっぱら民法397条が適用され、取得時効（民法162条）と同じ要
件をみたせば、所有権の原始取得の効果としてではなく、同条の効果によって、
抵当権自体が時効消滅するととらえるべきであるとの主張もなされている29。
イ

判例
判例は、抵当不動産が第三取得者に属する場合について、民法396条の反対

解釈から、民法167条２項の適用により抵当権は被担保債務とは独立して20年
の消滅時効にかかるとした（大判昭和15年11月26日民集19巻2100頁、以下「昭
和15年判決」とする。）。昭和15年判決の事案は、被担保債権の満期日到来後に
当該抵当不動産を買い受けた第三取得者が、被担保債権の時効消滅（商事債権
のため５年）と併せて、満期日より20年の経過により抵当権自体の消滅時効も
完成したとして抵当権設定登記の抹消を請求したものである。大審院は、第三
取得者との関係において、抵当権は抵当債権とは独立して、抵当債権の満期よ
り20年の時効にかかるとした原審の判断を支持した30。
昭和15年判決は、民法396条は、抵当不動産が「債務者及び設定者」に属する
ことを前提としていることから、第三取得者に属する場合には民法396条は適
用されないと解している。さらに、その場合の抵当権の消滅時効は、民法167
条２項により規律されることを明らかにし、被担保債権と独立して20年の消滅
時効にかかるものとする。
（2） 抵当権者による中断措置
上記の判例・通説は、抵当権が被担保債権と独立して消滅時効にかかること
を認めている。この点、抵当権者の時効管理という観点からは、①主債務者に
対する中断措置をとり、その効力を物上保証人ないし抵当不動産の第三取得者
に及ぼす方法と②抵当権自体について中断措置をとることが考えられる。
①主債務者に対する中断に関するケースとして、最二小判平成７年３月10日
金法1421号127頁（以下、「平成７年判決」とする。）がある。同事案では、被担
保債権につき債務者の承認による時効中断が生じた場合において、物上保証人
29

道垣内弘人『担保物権法［第４版］
』
（有斐閣、2017年）236-237頁。

30

同様の判決として、東京高判平成11年３月17日金法1547号46頁がある。
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は、当該被担保債権について自己の時効援用権を行使するにあたり、かかる中
断の効力を否定しうるのかが争われた31。平成７年判決は、
「
（物上保証人が）債
務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定するこ
とは、担保権の附従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反し、許されない」と
した。同判決は、抵当権の付従性と民法396条の趣旨を理由にあげ、被担保債
権について時効中断の効力は物上保証人に及ぶとし、物上保証人による被担保
債権の消滅時効の援用を否定した。
このように被担保債権の中断効が物上保証人に及ぶとすることについては、
学説上、肯定する見解が多い32。一方で、同判決が理由の一つとして「民法396
条の趣旨」をあげたことについては、疑義が呈されている。すなわち、平成７
年判決は、担保権の「付従性」との抵触を主たる理由とするが、同判決が補充
的な論拠としてあげる民法396条は、「信義則」という付従性とは異質な根拠か
ら物上保証人等との関係で抵当権の消滅を否定するものなので、同条に触れる
べきではなかったとするのである33。
つぎに、被担保債権の中断の効力が第三取得者に及ぶのかが争われた東京地
判平成13年６月８日金法1618号82頁（以下、「平成13年判決」とする。
）では、
上記の平成７年判決が引用されている。平成13年判決の事案では、主債務者の
破産手続に抵当権者が参加したことにより、被担保債権につき、破産手続終了
まで消滅時効が中断した。この状況において、抵当不動産の第三取得者が、主
債務者に対する中断の効力は第三取得者には影響しないとし、被担保債権の消

31

物上保証人には、債務者とは別に、被担保債権の消滅時効について独自の時

効援用権が認められる（最判昭和42年10月27日民集21巻８号2110頁）
。
32

四宮和夫『民法総則［第９版］
』
（弘文堂、2018年）381頁、近江幸治『民法講義

Ⅰ［第７版］
』
（成文堂、2018年）317頁、塩崎勤「判批」金法1247号（1990年）14
頁等。難波孝一「判批」NBL587号59-63頁は、物上保証人と債権者との利益調整
という観点から、平成７年判決を支持している。すなわち、判例法上、時効援
用者の範囲の拡大により、物上保証人の保護が図られてきたことから、債権者
側の保護も考える必要があるところ、平成７年判決は、被担保債権に対する中
断効を物上保証人に及ぼすことによって、結果として物上保証人の時効援用権
を一部制限することにより、両者の利益較量を図ったものと評価している。
33

山野目章夫「判批」私法判例リマークス1996〈上〉
（1996年）10-13頁。
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滅時効を援用したものである34。
平成13年判決は、平成７年判決を引用し、
「担保権の附従性という観点から、
第三取得者の場合も同様に解するべきである」と判示した。同判決は、被担保
債権の時効中断の効力が、第三取得者にも及ぶことを認めるものであり35、第
三取得者は被担保債権についての中断の効力を否定できず、よって抵当権の消
滅を主張できないとするものである36。
一方、②抵当権自体の中断措置に関しては、究極的には抵当権存在確認訴訟
しかなく、抵当権者が抵当権の消滅時効の進行を中断することは困難であると
の指摘がなされている37。この点、これまでに抵当権存在確認請求についての
裁判例は複数存在しているが、これらの裁判例は、抵当権の消滅時効の中断を
目的として提起されたものではない38。そして、判例には、確認の訴えの利益
を論じる際に、消滅時効の中断の必要性を訴えの利益として認めることを前提
としたものがあり39、消滅時効の中断を目的して抵当権存在確認の訴えを提起
しこれにより中断が生じうると解することは可能と考えられるが、時効中断の
必要性に関しては、時効完成時期が近接しているかが問われることになると思
われ、抵当権者にとり便宜な中断方法とはいえないであろう。
６
34

本判決の検討
抵当不動産の第三取得者には、債務者とは別に、被担保債権の消滅時効につ

いて独自の時効援用権が認められる
（最判昭和48年12月14日民集27巻11号1586頁）
。
35

高木多喜男監修『時効管理の実務』
（きんざい、2007年）92-95頁［渡邉博己］
。

36

平成13年判決が、第三取得者のケースである同事案に民法396条の趣旨を引

用している点については疑問を呈しながらも、物上保証人と担保不動産の取得
者とで差異を認めるべき合理的根拠に乏しいとして、同判決の結論を支持する
見解がある（難波孝一「判批」NBL587号（1996年）59-63頁）
。
37

道垣内・注29）236頁。

38

大判昭和７年４月20日法律新聞3407号15頁は、抵当土地上の立木の伐採に対

し抵当権者が不作為請求をする際に、抵当目的物の取得者が抵当権の存在を
争ったケースであり、この場合に抵当権存在確認の訴えを認めたものである。
類似の判決として、大判昭和７年５月27日大審院民事判例集11巻1289頁、大判
昭和６年10月21日大審院民事判例集10巻913頁等がある。
39

本稿４（２）で検討した平成11年判決では、主債務の消滅時効の中断の必要

性が、再訴の利益の有無を決定するものとされている。
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改めて本件の問題状況を確認する。
本件では、債務者Ｘの破産手続開始決定により、Ｙの根抵当権の元本が確定
しこれを行使しうる状況となったが、根抵当権は行使されていなかった。Ｘは、
Ｙに対する最後の弁済時より10年が経過したことから、被担保債権について消
滅時効を援用し、根抵当権仮登記の抹消を請求した。これに対し、Ｙは、当該
被担保債権が破産免責の決定を受けたことにより、そもそも「権利を行使しう
る時」
（166条１項）を起算点とする消滅時効の前提を欠き時効が進行し得ない
と反論したものである。
この問題について、最高裁は、免責許可決定の効力を受ける被担保債権の消
滅時効の進行を否定し（判旨１）、その一方で、抵当権については被担保債権
と独立した消滅時効の進行を肯定した（判旨２）。すなわち一般に、債務者と
の関係では、民法396条により主債務と同時でなければ時効消滅しないとされ
ていた抵当権が、破産免責の効力が主債務に及ぶことによって、独立した権利
として消滅時効にかかることを示している。
（1） 免責許可決定の効力を受ける債権の消滅時効の成否について
まず、判旨１は、免責された債権の消滅時効の成否を、「免責された債権の
効力」から導くという理論構成を採用している。免責を受けた債権の効力につ
いては、かかる債権を被保全債権とする詐害行為取消権の行使が争われた平成
９年判決において、「免責許可決定の効力を受ける債権は、債権者において訴
えをもってその強制的実現を図ることができない権利」となるとの判断が示さ
れている。本判決は、免責債権の消滅時効を論じる際にも、平成９年判決の判
断が適用されることを示した。その上で、平成11年判決を引用し、強制的実現
を図ることのできない権利は、民法166条１項に定める「権利を行使すること
ができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないとした。
平成11年判決は、連帯保証付債権が免責されたケースの判断であるが、本判決
は、この理論が、免責許可決定を受ける債権が抵当権の被担保債権である場合
にも適用されることを明らかにした。
平成11年判決は、免責を受けた債権の強制的実現が不可能になっている点を
とらえて消滅時効にかからないという結論を導いているが、より実質的には、
かかる債権については債権者からの訴求ができなくなり、時効中断（更新）が
できなくなることが考慮されたものと解されている40。このような実質的考慮
［175］
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は、中断方法として債権者からの抵当権の実行等の方法しか残されていない本
件についても当てはまるとされ、判旨１は肯定的に解されている41。
また、判旨１は、破産免責の趣旨からも正当化されよう。平成11年判決後の
学説の議論では、免責の効力を受ける債権の消滅時効の成否を判断する際に、
破産者の経済的再生という破産免責（253条１項柱書本文）の趣旨を考慮すべき
必要性があることが指摘されてきた。そして、免責の効力を受ける債権の消滅
時効を認めた場合、債権者による中断措置ないし債務承認の要求等の行為が、
破産者の経済的再生を阻害する可能性があることから、その消滅時効を否定す
ることが正当化されるとされていた。中断措置等による破産者の経済的再生の
阻害という懸念は、本件においても同様にあてはまることから、免責債権の消
滅時効を否定する判旨１は支持されると解する。
（2） 免責許可決定の効力を受ける債権を被担保債権とする抵当権の消滅時効
の成否について
判旨２は、免責の効力を受ける債権の消滅時効が観念できないことを前提に、
当該債権のための根抵当権については、独自の消滅時効（民法167条２項）が進
行するとする。その理由として、民法396条は、「抵当権は、債務者及び抵当権
設定者に対しては、被担保債権と同時でなければ、時効によって消滅しない」
旨を規定するが、その文理に照らすと、被担保債権が時効により消滅する余地
があることを前提としていること、そして、そのように解さないと、いかに長
期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない抵当権が存在す
ることになるが、民法がそのような抵当権の存在を予定しているものとは考え
難いことがあげられている。
ここで、抵当権の消滅時効に関する従来の議論を確認する。抵当権は、その
目的としては従たる権利として付従性を有するものであるが、本質的には主た
る債権とは別個の権利であるから、「債権又は所有権以外の財産権」として、
20年の消滅時効にかかる（民法167条２項）。ただし、抵当不動産が債務者ない
し物上保証人の所有に属する限り、被担保債権の存在にもかかわらず、抵当権
の時効消滅を主張することは信義則に反することから、396条は、債務者及び
40

小粥太郎「判批」伊藤眞・松下淳一編『倒産判例百選［第５版］
』
（2013年）181頁。

41

山下純司「判批」法学教室454号（2018年）138頁。
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抵当権設定者に対する関係において例外を設けたものである42。抵当不動産が
第三取得者に属するケースについての昭和15年判決も、抵当不動産が債務者に
属する場合には民法396条が適用されることを前提としている。
このような理解によれば、本件のように抵当不動産が債務者に属する場合に
ついては民法396条が適用されるようにも思える。控訴審は、上記のような従
前の理解を前提に民法396条を適用し、本件では抵当権が被担保債権と同時に
時効消滅することは観念できないことから、もはや抵当権は時効により消滅し
ないとし、抵当権を存続させる方向で付従性を維持する解釈をしたものといえ
る43。
これに対し、判旨２は、民法396条の文理から、同条は被担保債権が消滅時
効にかかりうることを前提としているとの解釈を示し、被担保債権が消滅時効
にかかる余地がないのであれば、たとえ債務者との関係であっても、時効によ
る同時消滅はもはや観念できず、民法396条は適用されないとし、控訴審の判
断を否定している。かかる文理解釈のみからは、控訴審の判断を否定する決定
的理由にはならないように思われるが、本判決の実質的な理由は、民法が、
「長
期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない抵当権」を予定
していないという点に重きが置かれていると解される。この点をより敷衍し、
破産者の地位についてみると、控訴審の見解をとるならば、免責前には被担保
債権に従い、抵当権が時効消滅する余地があったにも関わらず、破産手続上の
免責を受けることにより、破産者本人が「永続的な抵当権」の負担を負うこと
となる。最高裁は、このような免責前後に生じるアンバランスに鑑み、控訴審
の判断を否定したものとみることができる44。

42

前掲注27参照。

43

現行法の条文解釈からも抵当権は単独で時効により消滅することはないとの

解釈論が有力に唱えられてきたのであり、原審の解釈はかかる見解に親和的で
ある。
44

なお、本判決補足意見では、本件のように、抵当権の被担保債権が免責許可

の決定の効力を受けることにより訴えをもってその強制的実現を図ることがで
きなくなっている場合には、
「債務者及び抵当権設定者がそのような被担保債
権に対する弁済をせずに抵当権の時効消滅を主張しても、信義に反するとはい
えない」としている。免責は、破産者への配慮から設けられた制度にすぎず、
これにより弁済をしていない債務者が抵当権の時効消滅を主張することが債権
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このように本判決は、免責の効力を受ける債権のための抵当権が、かかる債
権とは独立して消滅時効にかかる（民法167条２項）との判断を示した初めての
最高裁判決であるが、抵当権者の中断措置の確保という観点からは、昭和15年
判決45との比較から説明が必要であるように思われる。昭和15年判決と本判決
では、民法396条の適用が排され、抵当権独自の消滅時効が認められている限
りにおいて共通するが、昭和15年判決では、抵当権者による被担保債権の請求
等の中断措置により抵当権の時効を中断させうる余地があるのに対し、本件で
は、被担保債権が免責されているため、被担保債権の請求という中断措置をと
り抵当権の時効を中断するという方策はとれない。この点、既に検討したとお
り、抵当権存在確認の訴えを提起することにより、抵当権自体の時効中断措置
をとる余地はあるが、先例に乏しく、また、抵当権の時効完成時期との兼ね合
いから中断の必要性は制限的に解されることとなろう。すなわち、本判決は、
抵当権者の時効中断措置が、抵当権自体の消滅時効の中断という方法に限定さ
れるという点において、昭和15年判決と比して抵当権者に有利な判断とはいい
がたい。
それでもなお、本判決が抵当権独自の消滅時効を認める点は正当化されうる
といえよう。すなわち、本件でなされた破産者に対する免責許可決定とは、破
産者の経済的再生を促すことを趣旨とする。したがって、免責の影響から、抵
当権の中断措置をとることが通常の抵当権に比して容易でなく、抵当権が20年
を限度に時効消滅することとなっても、これは、抵当不動産を含めた破産者の
財産関係を一定の期間内に確定させることにつながり、破産者の経済的再生に
資するという観点から、正当化されるであろう。
なお、破産法に関連して、抵当権の実行時期に一定の制約が課されるのは本
件に限られたことではない。例えば、別除権の目的財産に余剰資産がある場合
には、破産財産拡充の観点から早期での換価が望ましく、破産管財人は、かか
る財産を民事執行法の手続によって換価することができる。この場合、別除権
者は、その換価を拒むことはできないとされ（破産法184条２項）
、別除権の実
行時期の自由は制約されている46。また、担保目的不動産の任意売却を円滑に

者との関係で信義則に反しないと直ちにいえるものではないように思われる。
45

昭和15年判決に関しては、本稿５（１）イを参照。

46

前掲注９）1168-1170頁。
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進行させるための制度として、担保権消滅請求手続が設けられており（破産法
186条１項）、破産管財人が、裁判所に対して担保権消滅請求についての許可申
立てをし、担保権者が当該許可申立書の送達を受けてから１ヶ月内に自ら買受
けの申し出をする等の対抗手段をとらなかった場合には、担保権消滅許可決定
がなされる（破産法189条１項２号）。かかる手続においても、担保権者の換価
時期選択の自由は奪われている47。
これらの制度は、本件事案とは直接関連しないが、破産法上の制度により、
抵当権の行使時期に制約が生じるという点では共通するという見方ができよう。
（3） 本判決の射程
本判決は、免責許可決定の効力を受ける債権に関しては時効による消滅を否
定し、当該債権のために破産者自身が設定した根抵当権については、独自の消
滅時効の進行を認めたものである。本判決は、抵当権と被担保債権とが消滅時
効の進行において独立した関係となる新たな局面を示したものである。
本件と関連して、免責許可決定の効力を受ける債権が物上保証付債権である
場合について、かかる債権及び抵当権の消滅時効を判断したものは未だ存在し
ない。学説上は、物上保証付の被担保債権については、免責後に抵当権の消滅
時効期間が長期に変動することへの懸念から、消滅時効の進行を認め、これに
より被担保債権の消滅時効期間を維持すべきであるとの見解も唱えられてき
た。しかしながら、仮に免責の効力を受ける債権の消滅時効を肯定すれば、免
責された破産者への事実上の要求行為からその経済的再生が阻害されるとの懸
念が生じるので、本判決と同様に、免責の効力を受ける債権の消滅時効は観念
できないとの結論が妥当であるように思われる。この点は、今後の問題として
残されている。
【付記】本判決の評釈として、本文にて引用したもののほか、中川敏広「判批」
法セ764号（2018年）110頁、黒田直行「判批」JA 金法574号（2018年）52頁、林
田健太郎、松浦賢輔「判批」事業再生と債権管理161号（2018年）172-174頁、石
松勉「判批」新・判例解説 Watch Vol.23（2018年）99-102頁がある。

47

前掲注９）1156-1160頁。
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