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定型約款による契約の構造（2・完）
その契約の合意のあり方

吉 川 吉 衞
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補遺2 定型約款の「公表」の実態調査に基づく考察 JR各社の駅の掲示物

2.1 鉄道運送法制の概略 旅客営業規則の位置

2.2 JR東日本首都圏

2.3 JR各社

2.4 まとめ 公表（定型約款による旨と主要条項趣旨の掲示）

謝辞等…………………………………………………………………………………以上本号

中間的考察 森田（2016b）における「3つの『合意』概念の整理」

この考察は、本稿第2節を補うものである78）。

2.2「3つの『合意』概念の整理」

2.2.1 問題の所在と筆者の考え方

森田修は、約款の組入規制について、「3つの『合意』概念の整理」（同,2016b（その2）,98

99頁）をいう。すなわち、（1）「定型取引合意」（548条の2第1項柱書）、（2）「定型約款を契約

の内容とする旨の合意」（同項1号）、（3）「定型約款の個別の条項についても合意 79）（同項柱書）
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の整理である。そうして、（2）は、定型約款の組み入れの「合意」（同項1号）についての規定

であり、（3）は、「表示」（同項2号）についての規定だという（同9899頁）。

森田の主張につき、筆者は、一面で一定程度は賛成だが、他面では疑問がある。一定程度は

賛成だというのは、「表示」（同項2号）に関する合意を（3）と捉える点である（すなわち、「表

示」に関する合意は、定型取引合意であり、定型約款の個別の条項についても合意であるところ、

森田は、後者を言う）。しかし、（3）の「定型約款の個別の条項についても合意」は、「表示」

だけでなく、（2）の「合意」をも、柱書として承けるものである。この点で、筆者は、森田の

考え方に疑問がある。

行論の便宜のために、筆者の考え方を、先ず端的に記す。

定型約款の規定の構造は、組入れに則して、次のようである。すなわち、当事者が、（1）

「定型取引合意」（548条の2第1項柱書）をした場合において、（2）「定型約款を契約の内容と

する旨の合意」（同項1号）をしたとき、および、「表示」（同項2号）していたときは、（3）
・・・

「定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす」（同項柱書）というものである。

つまり、（3）の「定型約款の個別の条項についても合意」は、「表示」だけでなく、（2）の

「定型約款を契約の内容とする旨の合意」も承けるものである。更にいえば、特別法の特例規

定にいう「表示し、又は公表していた」（たとえば、鉄道営業法18条ノ2）も承けるものである。

2.2.2「定型約款の個別の条項」の包括的な合意と除外

筆者の考え方を踏まえて、森田がいう（2）と（3）の関係や、（3）の内容について分析したい。

（3）の「表示」（548条の2第1項2号）についての「定型約款の個別の条項についての合意」
・

（森田,2016b（その2）,99頁。傍点は引用者。以下同じ。なお、548条の2第1項柱書では

「も」であり、これは、森田，同，98頁も承知している）につき、森田は、「この『合意』は……

（a）定型約款という条項総体に向けられているのではなく、直接、その個別の条項に向けられ

ている点で、（b）（2）にみた組入合意〔「定型約款を契約の内容とする旨の合意」（同項1号）〕

とは対象を異にしている」（同,同頁。（a）（b）という記号は引用者）という。

しかし、森田のその主張に対して、筆者には一定程度においてだが疑問がある。（a）は、な

るほど、その通りである。しかしながら、筆者の理解によれば、「定型約款の個別の条項につ

いても合意」（同項柱書）というときのその合意は、「定型約款の個別の条項」についての包括
・・

的な合意である。それゆえ、 定型約款による取引を規律する民法の規定においては、続
・・

いて（またしたがって） 548条の2第2項が定め置かれなければならないのである。この

条項、すなわち、548条の2第2項が定める「同項〔548条の2第1項〕の条項のうち」、同第2
・・・

項が定める要件に該当する条項については、「合意をしなかったものとみなす」（548条の2第

2項）ことになるのである。それは、すなわち「除外」であり、「除外」は、民法改正法案の

国会審議における小川政府参考人の発言（第193回国会参議院法務委員会議録第12号平成29年
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5月16日22頁。本稿において、193参法委議録12号（H29.5.16）22頁等と略す）である。

このことを更に踏まえて、（b）につき立ち入って考えてみよう。（2）の合意は、（1）の「定

型取引合意」であり、548条の2第1項柱書により、（3）の「定型約款の個別の条項について

も合意」とみなされるものである。

そのような意味においては、森田のように、（2）と（3）は「対象を異にしている」（同,同頁）

と断言は出来ないように、筆者には思われる。つまり、（2）の「合意」も、（3）の「定型約款

の個別の条項についても合意」とみなされる限りで、「表示」についての（3）と共通する側面
・

がある。

そうであるならば、（2）と（3）は、森田のように「対象を異にしている」（上記）というよ

りは、定型約款の組入れ規制において、それらの位置づけ（本稿第2節〔中間的考察〕2.2.1の

筆者の考え方参照）が異なるというべきである。

組入れ規制において肝心なことは、548条の2第1項1号も、同2号も、「定型約款の個別
・・・・・

の条項についても合意」（同項柱書）なのであって、この合意が包括的な合意である点におい
・・・・

ては、同項1号も2号も同じなのである。

それゆえ、繰り返すが、548条の2第1項と同2項が、定型約款の規律において、有機的に

関係するのである。

以上において、中間的考察を終え、本稿の第5節以下を論ずることとしたい。

5 改正民法における客観的合意説の位置の再確認

5.1 客観的合意説（吉川（衞）,1978b、1980a）の検討

客観的合意説 80）の、当時であっても現在においても、根幹の論理は、約款による取引にお

いて、約款につき交渉による個別合意に基づく修正（特約書等も含む）81）がなければ、その

取引は、約款による契約だということである（吉川（衞）,1978b（1）,8頁，1978b（2）,117頁，

1978b（3）,102頁、同，1992,81,89,9091頁、同，2017b,第3節3.2）82）。

約款準備者の相手方が 限界事例でいうと 、たとえ約款のなかの或る条項は、不当

な条項だと認識し納得していないとしても 83）、上記のような修正がなければ、その条項は、

約款による契約へ組み入れられる（takeitorleaveit）。そのうえで、しかし、客観的合意に
・・・・・ ・・・

よる内容的限界づけがなされる。すなわち、客観的合意による、約款の条項の契約への包括的

な組み入れは、客観的合意の概念的把握に基づき同時に、約款の個別の条項の内容的限界づけ
・・・

がなされるべきものなのである。したがって、約款のなかの不当な条項は、筆者の論理におい

て除外（本稿第2節〔中間的考察〕2.2.2で引用の小川政府参考人発言参照）されることになる84）。

筆者の説の、そのような根幹の論理は、当時（吉川（衞）,1978b、1980a）も、現在（同,2014、

2016、2017b、2017c（1））も変わらない。

ただし、吉川（衞）（1978b）には、不十分な記述の箇所がある。それを象徴的に示すのが、
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約款拘束力（組入れ要件）の法律構成についての「開示」である。すなわち、合意の前提とし

て、約款の明示的指示および相手方の認識可能性の創造である開示と、客観的合意とが、その

組入れ要件だと記した箇所（吉川（衞）,1978b（1）,48頁。広義の公企業約款については、「指示」。

同，45頁）である。

その箇所のことは、いっけん中間試案の法律構成に近い。何故なら、中間試案の法律構成は、

開示と（希薄な）合意だからである85）。

しかしながら、中間試案と筆者の見解は、異質なものである。すなわち、中間試案は、約款

の組入れ要件と内容規制につき、これを切断したうえで合わせて一本のものとみて、内容規制

により不当条項は無効とする（吉川（衞）,2014,図4や同,2016,図4）。これに対し、客観的合

意説は、約款の組入れ要件と内容的限界づけは一体とみる（同,2014,図3や同,2016,図4）の

であって、中間試案と筆者の見解は、異質のものである86）。いいかえれば、両者の結論は、対

極的なものとなる87）。

吉川（衞）（1978b）のいう「開示」につき、なお記しておくと、約款が「開示」され、相手

方は、不当な条項を不当な条項と認識し納得できないままで、約款による契約がなされたとし

ても、繰り返すが、約款につき交渉による個別合意に基づく修正がなければ、その取引は、約

款による契約である。またしたがって、客観的合意による内容的限界づけをうけ、当該の不当

な条項は、除外されることになる。

この結論は、当時も今も（とりわけ、吉川（衞）,2017b,第3節3.2.1参照）変わらない。

5.2 定型約款による契約の合意のあり方

5.2.1 客観的合意と希薄な合意

最初の解釈学の論文（吉川（衞）,1974）を執筆するにあたり、筆者は、ささやかな調査を試

みた。生命保険において当時主流の30年満期養老保険の約款を集め、いわゆる遡及条項 88）を

比較検討したいと思ったのである89）。郵送でその旨を生保各社に依頼したが、集まりがわるい。

それならばと、K生命保険株式会社に電話した。文書課長のY氏が対応され、約款は契約成

立後に保険契約者へ送付するものである旨の説明を受けた。しかし今回は、特別に送ってくだ

さるという。

購買する商品（約款）を手に取って比べてみたいというのが普通ではないかとも思われたが、

保険約款は解りにくいだけでなく大同小異であった。「遠い約束」（夏樹静子）と思われる商品 90）

を手にするインセンティブは弱い。比べてみたとて、商品を買うか否かだけで、商品自体を変

えることは出来ない（takeitorleaveit）。仮に出来るとしたら、制度は破壊される。約款に

よる取引自体が、成り立たない（内田,2011,17172頁）。

このような実務の現実のなかで、筆者は、客観的合意説（第4節）を唱えたのであった。相

手方の対価性確保の期待 91）を理論のなかで汲もうと考えたのである。この学説につき、河上
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正二は、約款の内容規制（内容的限界づけ）を行うにあたり、当事者の合意のあり方を論ずる

手法であり、それを「徹底した形で体系化」（同,1991（3）,40頁。同,1988,85頁参照）したも

のだと評価する一方で、フレームの整合性と引換えの、主観的意思と客観的意思の軋轢が生ず

ると批判（同,1988,85頁）した。この批判には、応答した（吉川（衞）,2017b）と、筆者は考

えている。

河上は、一般契約法において約款による契約という一定の領域では、意思が定型的に希薄化

していることに注目して、希薄な意思と捉え（同,1991（3）,35頁）、かつ「希薄な合意」（加藤

（雅）ほか編著,2008b,23637頁（河上発言）、初出2005年）を観念した。

これが、2006年現在の理論状況であった（吉川（衞）,2016,補論）。

5.2.2 希薄な合意からみなし合意へ

希薄な合意論は、中間試案に結実した92）。しかし、パブリック・コメント（以下「パブ・コ

メ」という）を承けた、部会資料の規定案は、部会資料７５Ｂを経て（本稿第1節）、みなし合

意へと変わっていく。部会審議において、定型約款による取引には、takeitorleaveitとい

う特色（部会資料８３ ２（96回（H26.8.26）でP））93）と、契約の内容が解らなくとも定型約款

の個別の条項や変更後の定型約款の条項につき合意がみなされるという特殊性（同、および同

８６ ２（98回（H27.1.20）で審議））94）とが認識される一方で、法務省等、学者や法曹の意見、

実務界、とくに経団連推薦委員の見解、そして、内閣法制局の鬩ぎ合いが続き95）、落としど

ころが自ずと浮かび上がってくる96）。

「多くの人がそれぞれ応分に不満をもった規律というのは評価に値する……何か落ち着きが

いいものになった」（高須幹事 97）98回 30頁）というものである。

それが、定型約款の組入れに関して、「〔定型取引合意〕をした者は、〔要件に該当する場合に

は〕定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす」（548条の2第1項柱書）であ

り、またしたがって、その内容的限界づけに関する「〔要件に該当する条項については〕合意を

しなかったものとみなす」（同第2項）であって、かつ、定型約款の変更に関する「〔要件に該

当する場合には〕変更後の定型約款の条項について合意があったものとみな〔す〕」（548条の4

第1項柱書）という、改正民法第3編第2章第1節第5款定型約款の規定である。

すなわち、みなし合意の規定である。

5.2.3 みなし合意と客観的合意

改正民法の548条の2から548条の4までの規定に関する、筆者の客観的合意説をもってす

る細かな解釈は、吉川（衞）（2016）や同（2017b）、同（2017c）（1）において行った。本節では、

歴史的観点（吉川（衞）,2017a）も踏まえて、民法の規定と筆者の見解との関係を論じたい。

さて、改正民法において、「定型取引合意」（548条の2第1項柱書）には、特別法の特例規
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定を含めて、3つの類型がある。「合意」（同項1号）、「表示」（同項2号、548条の3〔表示に関

する請求構成 98））、および「表示し、又は公表」（たとえば、鉄道営業法18条ノ2）である。こ

の3つの類型を有することが、このたびの民法改正における「みなし合意」なのである
・・・・・・・・・

それはむろん、定型約款の組入れや内容的限界づけだけでなく、定型約款の変更も含めて、で

ある99）100）。

そうであるならば、民法を解釈する者は、特別法も含めての、その3つの類型を視野に入れ

なければならない。

ところで、筆者の客観的合意説は、先ず、約款につき、類型づけをする。1つは、公共サー

ビス等の取引類型、すなわち、銀行 101）・保険業 102）や、publicutilitiesの1つである運送業 103）

など104）の広義の公企業（吉川（衞）,1973（1）,2頁 105）、同,1978b（1）,11頁）の取引類型の約

款である。いま1つは、その他の企業の約款である。前者を広義の公企業約款という。

次いで、現代における広義の公企業約款による契約には、2つのモメントがあると理論的に
・・・・・・

捉える。すなわち、当該の契約には、私的モメントと公的モメントがあると言うものである。

その他の約款による契約には、私的モメントのみである。

ここに、私的モメントは、当事者の客観的合意であり、公的モメントは、「監督官庁の免許・

認可〔主務大臣の事業免許や変更認可〕に媒介されてなされる約款への国家政策の挿入」（吉川

（衞）,1978b（3）,147頁、同,2017a,11617頁）である。

特別法における「公表」（この解釈は、後に本稿補遺2で行う）が法的意義をもつには、あら

かじめ、当該の定型約款に関して、そのような法定の手続きがなされていなければならないだ

ろう106）。念のために、再度、論じておく。定型取引合意に先だち、その定型約款を契約の内

容とする旨の公表は求められる（548条の2第1項2号、548条の3参照）が、しかし、その個

別の表示まではしなくてよい わかり易くいえば、定型取引合意に先だち定型約款の「個

別の表示は……しなくていいよ」（村松幹事 107）98回22頁） というのは、当該の定型約款

につき、あらかじめ、主務大臣の事業免許や変更認可など108）がなされているからである。

こうして、筆者の客観的合意説は、特別法を含めての改正民法の定型約款に関する規定につ

き、トータリティをもって説明できるものものだと、筆者が主張することはゆるされるであろう。

5.3 まとめ

以上のように論じて来ると、筆者の客観的合意説は、改正民法の解釈論において一定の位置

を占めていると言えなくもないように、筆者には思われるのである。

なお、ドイツ民法503c条1項の解釈枠組みとの関係については、注に付す109）。

補遺1110） ドイツにおける不意打ち条項規制の解釈の基準

日本改正民法公布時点での再考察
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1.1 問題の所在と確認 何故、比較を行うのか

1.1.1 希薄な合意とその変容

約款による契約に関する議論は、時間が経過すると、または濃密に審議 111）が行われると、

或る軌跡を描く。このことが、ドイツにおける約款論の或る一斑を取り出すと良くみて取れる。

また、日本の民法改正の審議においても、良くみて取れる。

部会審議につき、担当参事官の村松秀樹は、次のようにいう。すなわち、「『約款』について

は非常に調整が困難でした。……いまの民法の非常に原則的なところに、『希薄な合意』とい

う概念を持ち込んで、疑問を投げかけるような部分があります……多方面からの要請を何とか

調整していこうとしたため、部会での審議の過程で、提案されている規律の内容が大きく変わっ

ていったわけです」（鎌田ほか,2017,11頁（村松発言））である。

それは、一言で、希薄な合意とその変容である。

このことを、筆者のこれまでの考察に基づき説明する。民法改正作業の土台である民法（債

権法）改正検討委員会（以下「検討委員会」という）案 112）や、中間試案の希薄な合意が、しか

しながら、パブ・コメを承けた部会資料７５Ｂを経て、改正民法の規定のみなし合意へと変容

した（吉川（衞）,2016,補論、同,2017b、本稿第1節、第4節、第5節）。いったい、どのよう

なことであるか。

1.1.2 希薄な合意における約款の解釈 不意打ち条項を事例として

検討委員会案は、約款の規律につき、当該契約の当事者ごとに規律する考え方の提案であり、

【3.1.1.26】（約款の組入れ要件）において、「提示して（以下、開示という。）、……合意したと

き」と定めて、契約の内容の組入れにつき、個別的に判断している。したがって、【3.1.1.A】

（不意打ち条項）に関する規定は設けていない。

正確に言えば、設けることが出来ない。何故か。検討委員会案自体が説明しているように、

不意打ち条項の該当性の判断基準が、個別的ではなく、平均的な顧客層だからである113）。

中間試案は、不意打ち条項を定めた（同30の3）。しかし、その該当性につき、「判断を個別

の相手方ごとに具体的にするか、想定している相手方の類型ごとに抽象的にするかについては、

解釈に委ねる」（民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明第30の3（概要）、371頁）

とした。

1.1.3 みなし合意における定型約款の解釈

改正民法548条の2は、定型約款の組入れにつき、みなし合意（同条1項）を規定し、また

したがって、その内容的限界づけ（同条2項）を定めた。この内容的限界づけは、不当条項規

制に一本化された不意打ち条項規制である114）。

ところで、定型約款の変更に関する548条の4第1項2号につき、部会99回（H27.2.10）7頁
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で質疑応答がなされた。中原委員の質問に対し、村松幹事は、そのとおりと応答している。す

なわち、当該の規定で想定されている相手方は、「抽象的、一般的な契約相手方」（中原委員 115））

であり、当該規定の解釈は、「相手方の主観的な目的〔とともに〕……客観的にこの契約の目的

は……判断され〔る〕」（村松幹事）である。

また、548条の2第1項2号の「合理的」につき、国会審議がなされた。小川政府参考人 116）

は、当事者の「変更に係る事情を総合的に考慮……、かつその判断は客観的に見て合理的でな

ければならず」（192衆法議録11号（H28.11.25）15頁）と言い、また、「変更はそれ自体もとも

と例外的なもの……厳格に運用される」（同,同頁）と答弁している。

以上につき要するに、定型約款の解釈の基準につき、筆者なりに端的に言えば、客観的基準

だということである。

1.1.4 まとめ

民法改正作業において、約款による契約の解釈の基準は、個別の相手方（検討委員会案）か

ら、判例や学説に委ねること（中間試案）となり、やがて、客観的基準（改正民法）に至った

と、筆者が主張することは可能であろう。

1.2 ドイツにおける解釈の基準

1.2.1 日本における理解の仕方

ドイツにおいては、約款による契約に関する解釈の基準は、如何であろうか。まず、日本に

おけるその理解の仕方を見てみよう。

ドイツにおいて、不意打ち条項に関する、2001年制定のドイツ民法305c条1項につき、そ

の要件は2つあり、（a）異例性（非慣行性）と（b）不意打ち性である117）（Ulmer/Sch�fer,2016,

§305cRdnr.11）。わが国において、（a）につき、2009年現在、その解釈の基準は、平均的な

顧客層だというのが一般的な理解だといわれている。すなわち、「不意打ち条項に当たるかど

うかについては、約款の相手方となる平均的な顧客層を基準として判断するのがドイツ民法

305c条に関する一般的な理解とされる。」（民法（債権法）改正検討委員会編,2009,95頁。また、

97頁参照）である。

また、同条の源流であるドイツ約款規制法（AGBG）3条につき、わが国において、（b）に

つき、1999年現在、「不意打ちとなるかどうかは、当該契約における具体的な事情をもとにし

つつも一般的観点から判定される……（generell-konkreterMa�stab）。」（石田編,1999,48頁

（増成牧筆））と理解されていた。

この点を、まず、ドイツ民法305c条1項に関する、現在の解釈の基準につき確認したい。

次いで、1976年制定のドイツ約款規制法3条の解釈の流れから、そのことを辿ってみよう。
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1.2.2 ドイツ民法305c条1項の解釈の基準

ドイツ民法において、その解釈の基準は、現在、如何なるものであるか。たとえば、Erman/

Roloff（2014）は、「異例かどうか（非慣行性）は、全状況をもとにして客観的に決定されなけ

ればならない118）。決定的なのは、平均的な取引層が、問題の条項を予測しておく必要がある

かどうかである」（Ebd.,§305cRdnr.9）と言い、かつ、「ある条項の不意打ち的効果を判断す

るための客観的・一般的な基準（objektivergenerelleMa�stab）119）」（Ebd.,Rdnr.10）だと言

う。

また、M�nchKomm/Basedow（2016）は、「契約締結の際に存在した全状況が問題になる。……

基準となるのは、……平均的な取引経験、注意力と慎重さを持つ誠実な顧客が〔有する〕……

イメージと期待である。」（Ebd.,§305cRdnr.6。ゴチック体は原典で太字。以下同じ）と言い、

また、「当該種類の契約を通例締結する典型的顧客層の期待の範囲」（Ebd.,Rdnr.6）と言う。

そうして、「したがって、結局のところ、主観的状況が積み重なり、当該顧客が取引上の慣習

（Verkehrssitte）を考慮して理解できたことにつき一般化する客観的基準（generalisierender

objektiverMa�stab）が顧客のイメージと期待に適合する。」（Ebd.,Rdnr.6）120）と言うのであ

る。

更に、Ulmer/Sch�fer（2016）は、条項の不意打ち性につき、「原則として、一般的基準

（generellerMa�stab）に基づき判断される。……決定的なのは、……当該の契約につき典型的

に期待できる顧客層の認識可能性である。」（Ebd.,§305cRdnr.13。斜体は原典ではイタリック

体。以下同じ）121）と言う。ただし、「この一般的基準は、契約締結における具体的状況によっ

て修正され得る。……その際、問題なのは具体的な契約相手方の認識可能性ではなく、当該の

仕方の契約において典型的に期待すべき平均的顧客の認識可能性である。」（Ebd.,Rdnr.13a）。

こうして、不意打ち性は、「一般的・具体的基準（generell-konkreterMa�stab）」（Ebd.,Rdnr.

23）なのだと主張している。要は、シェーファー（実はウルマー自身）が太字で強調するよう

に、一般的基準なのである（詳しくは、本補遺1.2.5参照）。

そうして、カルステン・シェーファーは、それは、全くの（ganz）支配的見解だとして、

ミュンヒコム/バーゼドー；エルマン/ローロフなどを挙げる一方で、異説として、レーヴェ/

トリンクナー122）；コッホ/シュテュービング123）を記している。

結論につき要するに、現在、不意打ち条項か否かを解釈する基準はおおむね、次である。す

なわち、平均的な取引層であり、かつ客観的・一般的な基準（シュテファニー・ローロフ）や、

典型的顧客層の、一般化する客観的基準（ユルゲン ・バーゼドー124））、また、一般的基準（シェー

ファー）だということである。

端的に言えば、筆者の理解では、客観的基準である。

それでは、このような現在の考え方は、約款規制法の制定時においても、定説であったので

あろうか。そのようなことはない。
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1.2.3 ドイツ約款規制法3条の解釈の基準の流れ

ドイツ約款規制法が、1976年に制定された当時の、不意打ち条項の解釈に関する基準は、

如何なるものであったか。たとえば、不意打ち性につき、Ulmer/Brandner/Hensen（1978）125）

を含めて、Koch/St�bing（1977）126）や、L�we/vonWestphalen/Trinkner（1977）127）、Schlosser/

Coester-Waltjen/Graba（1977）128）などの約款規制法の注釈書においては、次のようであった。

すなわち、個別の相手方ごとにそのつど具体的に判断するというものであった。具体的に、ペー

ター・ウルマー 129）のペンによる注釈を見てみよう。ウルマーは、「約款準備者のそのつどの

契約相手方の知識水準や取引経験に応じて判断される」（Ebd.,§3AGBG Rdnr.9）と論じて

いたのであった。

これが、往時、支配的な見解であったのである130）。

しかしながら、特筆すべきは当時であっても、民法典という見地からの書物（Erman/W.

Hefermehl,1975）、あるいは、「現下の約款」を把握し、約款規制法制定のための作業部会に

連邦司法省の役人として参加し、この法律を解説しようとの意思をもってペンを執った書物

（Dietlein/Rebmann,1976,Vorwort）131）においては，解釈に関する客観的な基準が記されてい

たことである。

すなわち、Erman/W.Hefermehl（1975）は、「平均的な顧客の視点から客観的に判断すべ
・・・・・・ ・・・・・・

きである」（Ebd.,Vorb.§145BGBRdnr.40。傍点は引用者、以下同じ）と、既に論じていた。

また、Dietlein/Rebmann（1976）は、「注意深く平均的な取引経験のある契約相手方が、具体
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

的契約の全状況を考慮して、当該条項を予測する必要がなかったかどうかである（客観化され
・・・・・

た判断基準（objektivierterBeurteilungsma�stab））」（Ebd.,§3AGBGRdnr.4）と解説してい
・・・・・

た。

時が経過するに連れて、不意打ち条項の解釈に関する基準は、現在において、先に補遺1の

1.2.2において、Erman/Rolof（2014）や M�nchKomm/Basedow（2016）、また、Ulmer/

Sch�fer（2016）に即して論じたような状況となっている。

1.2.4 M�nchKomm

そのようなことを、まず、先行的なM�nchKomm/K�tz（1978）によって見てみよう。筆者

が、特にハイン・ケッツによる約款規制法の注釈を取り上げるのは、彼の注釈が先行的であっ

ただけでない。同法は、そもそも、彼のある提案がいわゆるたたき台になってつくられたもの

だからである。その提案とは、1974年に開催された第50回ドイツ法曹大会 132）の民事法関係

部会のテーマ「約款や書式契約から最終消費者を保護するために如何なる立法的措置が勧告さ

れるべきか」のための鑑定書（K�tz,1974）である。

この文脈で、本補遺1.2.5の或る事柄をあらかじめ記すと、ウルマーは、そのときの報

告者（Ulmer,1974）であった。かれは、約款規制法の適用範囲につき、そこに特別な消費者
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立法を置くことには疑念を抱く。何故かといえば、一方で、最終消費者の経済的劣勢は、約款

使用の結果ではなく、構造的な理由に基づく、他方で、当該の立法は、私的自治をかなり押し

のけ、B（事業者）toC（最終消費者）の物品やサービスの取引を一般（gesamt）的に形成し

てしまうからだというのである133）。このウルマーの主張は、大会決議の1つとして結実し134）、

1977年に施行の約款規制法に反映された135）。

さて、M�nchKomm/K�tz（1978）は、「契約締結の際に存在した全状況が問題になる。……

基準となるのは、……平均的な取引経験、注意力と慎重さを持つ誠実な顧客が〔有する〕……

イメージと期待である。」（Ebd.,§3AGBGRdnr.4）と言い、かつ、「当該種類の契約を通例

締結する典型的顧客層の期待の範囲」（Ebd.）136）と言う。

この定式化を、同じくケッツによる M�nchKomm/K�tz（1984）や M�nchKomm/K�tz

（1993）を経て、バーゼドーは、M�nchKomm/Basedow（2001）において、それを引き継いでい

たのであった。すなわち、その後、M�nchKomm/Basedow（2003）;M�nchKomm/Basedow

（2007）を経て、M�nchKomm/Basedow（2012）やM�nchKomm/Basedow（2016）と至った

のであった。

バーゼドーが、2001年に、ケッツの注釈を引き継いだ時点では、ケッツのそれと全く同一

であった（ミュンヒコム・4版）。これが、民法典制定後の2003年には、民法典305c条の注釈

となった（同・4版）。

次いで、2007年のミュンヒコム・5版においては、脚注3つと、「したがって、結局のとこ

ろ、主観的状況が積み重なり、当該顧客が取引上の慣習を考慮して理解できたことにつき一般

化する客観的基準が顧客のイメージと期待に適合する。」（M�nchKomm/Basedow,2007,§305c

Rdnr.6）を加筆した。そうして、2012年には、2007年の加筆箇所の前に、会社役員賠償責任

保険（D&O保険）に関する保険約款を事例として論じて、この脚注とともに、追加したので

あった（ミュンヒコム・6版）。

更に、2016年のミュンヒコム・7版においては、次のようである。バーゼドーは、前記の引

用箇所につき、本文の記述は同じ。ただ、注記において、微細な変更がある。§305cRdnr.4

において注記が1つ増えたことに伴い、その番号が変わったことと、注記のスタイルが若干変

更されたことである。

1.2.5 Ulmer/Brandner/Hensen 説が、如何に改まったか

ウルマーは、約款規制法3条の注釈書3版（1978年）において、「この要件〔不意打ち性の

要件〕は、約款準備者のそのつどの契約相手方の知識水準や取引経験に応じて判断される（そ

のように、Koch-St�bingRdn.7,L�we-TrinknerRdn.13……;異説、Erman-HefermehlBGB

§145Vorbem.40;原則として客観的基準については同様にDietlein-RebmannRdn.4も）」（Ebd.,

§3AGBGRdnr.9）と論じていた。
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なお、ウルマーは、約款規制法3条の注釈書初版（1977a年）においては、「不意打ち性の

要件は、約款準備者のそのつどの契約相手方の知識水準や取引経験に応じて判断される（異説、

Erman-HefermehlBGB§145Vorbem.40）」（Ebd.,§3AGBGRdnr.8a）であった。これは、

その注釈書2版（1977b年）においても、全く同じ（念のために、Ebd.,§3AGBGRdnr.8a）137）。

更に、一言。ウルマーの3版においては、それ以前のRdnr.8aが9に改まっている。

さて、しかし、その現在のUlmer/Sch�fer（2016）の12版においては、その当時、ウルマー

と同旨のレーヴェ/トリンクナー；コッホ/シュテュービング（本補遺1.2.3）を異説として

いる。

ウルマーや、シェーファーは、“時”の流れに応じて説を、如何に改めたのか。ここでは、

その要点だけ記す。

さて、ウルマーは、3版の次の4版（1982年）の序言に、「施行後最初の5年間でAGB-Gは

著しい独自のダイナミクス（beactlicheEigendynamik）を有するものになった」と記し、当

該の箇所に刮目すべき補正を行った。すなわち、「この要件は、一般的・具体的基準（generell-

konkreterMa�stab）に基づき判断される。」（Ebd.,Rdnr.13138）。Ebd.,Rdnr.22も参照）とし

た上で、文章を付加し、「決定的なのは、……当該の契約につき典型的に期待できる顧客層の

認識可能性である。」（Ebd.Rdnr.13）139）と言う。そうして、同箇所に脚注22を設け、初めて

裁判例、しかもBGH判例を援用し、かつ学説の扱いを改めて、従来の自説を異説とした。す
・・・・・

なわち、ウルマーは、「論点、ここ〔本文〕のように、BGH NJW 1981117,118並びに既に

BGH NJW 1977195」（Ebd.,Rdnr.13,F��note22）と記して、判例を援用する。また、学

説を次のように、引用する。「全く〔本文と〕同様に、M�nchKomm-K�tzRdn.5,Dietlein-

RebmannRdn.4,Erman-H.HefermehlRdn.11」（Ebd.）等を挙げ、かつ「異説 具体

的顧客の認識状態を考慮して 前版〔3版〕Rdn.9並びに……L�we-TrinknerRdn.13,

Koch-St�bingRdn.7」（Ebd.）等を挙げるのである。

ウルマーは、5版（1987年）では、「この要件は、具体的状況（Rdn.13a）が積み重なった

一般的基準（generellerMa�stab）に基づき判断される。」（Ebd.,Rdnr.13。Ebd.,Rdnr.22も参

照）とし、4版の太字の一部を分離し、イタリック体とし、かつ注釈13aを設け説明を加えた。

なお、・durchkonkreteUmst�nde（Rdn.13a）�berlagerten・は、次以降の6版、7版で維持

され、8版では・diekonkreten・と直され、9版では・,imgrundsatz・が挿入されたが、10

版では当該部分が削除された（現行のウルマー/シェーファー12版につき、本補遺の1.2.2参照）。

さて、ウルマーの6版（1989年）は、その5版（1987年）にほぼ同じ。その7版（1993年）

もほぼ同様である。その8版（1997年）も、当該条文の注釈に、第Ⅵ節消費者契約を設けた

ほかは、ほぼ同様である。

ウルマーの9版（2001年）は、当該の脚注34の冒頭を支配的見解としたほかは、その8版
・・・・・

（1997年）とほぼ同じ。ウルマーの10版（2006年）は、AGBGのBGBへの編入に基づき注
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釈書のタイトルをAGB-GesetzからAGB-Rechtに改めた。また、当該の脚注34の冒頭を全
・

くの支配的見解としたほかは、その9版（2001年）とほぼ同じ。
・・

当該の注釈書は、Ulmer/Sch�fer（2011）となり、シェーファーが改訂者となって11版となっ

たが、その10版（2006年）とほぼ同じ。以上の経緯を経て、現行のUlmer/Sch�fer（2016）

の12版となった。

1.3 まとめ

不意打ち条項の解釈の基準に関して、ドイツ民法305c条1項の要件のなかで、たとえば不

意打ち性につき、ドイツの支配的な見解は、大きく変化した。約款規制法が制定された当時の、

個別の相手方ごとにそのつど判断する具体的なものから、現在において、客観的・一般的な基

準へと変わったのである。この解釈基準の変遷は、約款規律のなかの一斑に過ぎない。しかし、

問題の考え方のあり方としては、約款論全体を相当程度において推し測ることが出来るのでは

ないかと、筆者は考えている。

そして、そのような軌跡は、実は日本でも、同様であることは、既に補遺1の1.1で論じた

とおりである。

部会93回（H26.7.8）の審議において、潮見幹事は、「今回のこの案〔部会資料８１Ｂ〕……

約款による拘束というものがどうして認められるのかという基本的な枠組みというものが完

全に変質してしまっている/……民法の理論とそごを来すのではないか」（同18頁）と主張し

た140）。

これに対し、同審議において、中田委員は、「今回の規律によってむしろ従来の裁判実務と

の連続性が保たれる」（同28頁。中田，2017,35,40頁参照）と言う。また、高須幹事は、

「5年間の改正作業の中で……約款というのは……通常の契約法理と同列に論じることのでき

ない異質なものであるということが明らかになってきた……これはこのメンバーだけではなく

て、この法制審議会の審議の内容を見守っている多くの法律家や、その他にもいろいろな方が

同じような意見を持ったような議論の経過ではなかったかと思います。」（同2223頁）と言う。

そうして、部会98回（H27.1.20）において、「多くの人がそれぞれ応分に不満をもった規律と

いうのは評価に値する……何か落ち着きがいいものになった」（同30頁）と言うのである141）。

なお、部会審議のステークホルダー（利害関係者）は、「弁護士会、消費者関係の方、経済界、

労働界、あるいは実務を担う裁判所等」（鎌田ほか,2017,11頁（村松発言））だと言う。

また、筒井健夫は、「検討委員会は、……現在〔当時〕の学界の到達点……。これに対し、

その後の法制審議会は、……実務に耐えられる成案を得ていくもの」（鎌田ほか,2017,7頁）

だと言う。

更に、鎌田薫は、改正民法につき、「それぞれの学者や実務家にとっては、ところどころに

不満はあったり、根本的に発想が違うものもあるかもしれないのですが、これが1つの実践例
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にな〔る〕」（鎌田ほか,2017,16頁（鎌田発言））と述べている。

わが国の定型約款の規定も、やがて、ドイツ民法の当該の規定と同じく「著しい独自のダイ

ナミクスを有するもの」（Ulmer/Brandner/Hensen）になると、筆者には思われてならない。

補遺2 定型約款の「公表」の実態調査に基づく考察 JR各社の駅の掲示物

2.1 鉄道運送法制の概略 旅客営業規則の位置

この補遺2では、旅客鉄道事業 142）につき、鉄道運送法制の概略を論じたうえで、その実態

分析を行い、「公表」のあり方を考察する。

鉄道運送法制につき、①基本法が、鉄道営業法（明治33年法律65号）であり、また、②事

業規制法が、鉄道事業法（昭和61年法律92号）である。そして、③運送約款が、旅客営業規

則である。

すなわち、①鉄道運送法制の根幹は、1929年（昭和4年）現在で、鉄道営業法であり、その

詳細は、「鉄道運輸規程に委任」（佐竹,1929,2頁）されている。国鉄民営化がなされた1987

年（昭和62年）現在で、同法は、「鉄道事業の運営に関する基本法規である」（山口,1987,29

頁）。

ところで、「運送事業は、……不特定多数の相手方を一律に取扱う必要がある。この運送条

件に関する定めを、運送事業者が制定したものが、運送約款であり、国の法令が自ら規定した

ものが鉄道運輸規程〔昭和17年鉄道省令第3号〕である」（山口,同,33頁）。

②「鉄道事業に対する事業規制に関する基本法規」（同，34頁）が鉄道事業法である。鉄道

事業は、現在、国土交通大臣による「許可」事業であり（同3条）、この許可は、「行政法学上、

いわゆる特許」（山口,同,74頁）だという。許可申請にあたり、「事業収支見積書その他国土

交通省令で定める書類」を添付した申請書を提出しなければならない（同4条）143）。筆者は、

当初、その添付書類のなかに、旅客営業規則があるのではないかと推測したが 144）、そうでは

なかった。

③運送約款につき、山口真弘は、内閣の法制部局で主管参事官であった経験に基づき、「鉄

道運送事業の運送約款については、鉄道事業法、鉄道営業法、鉄道運輸規程等は、運送約款の

制定、変更につき、認可の対象とする規定を設けていない145）。……〔その理由は〕鉄道運送に

関しては、鉄道営業法、鉄道運輸規程等により、運送約款の内容となるべき、事業者と、旅客

又は荷主との関係等について詳細に定めているから、特に、約款を一般的に認可の対象とする

のが適当でないと考えたからである」（同,1987,313頁）という146）。

しかしながら、筆者は、次のように考える。運送契約は、第一義的に、事業者と旅客または

荷主との間のものである147）。それゆえ とりわけ国鉄民営化の現在 、何らかの形で、

運送約款に対する旅客または荷主の <関連づけられる意思>148）を経る必要がある。このこと
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を、追究しなければならない。

2.2 JR東日本首都圏

先ず、2015年（平成27年）2月5日現在におけるJR東日本首都圏を事例としたい。2014年

（同26年）から翌年にかけて、国士舘大学の学生（234名 149））が主に行った調査では、その首

都圏のほとんどの駅には、①「ご案内」150）と、②「ご利用のお客さまへ ご案内とお願い」151）

が掲示されている152）。そして、①の末尾には、「※その他のお取り扱いにつきましては、当社

の『旅客営業規則』等の諸規則及び法令によります」（傍点は引用者）と記されている。また、
・・・・・・ ・・・・・

②の末尾に、「※以上は鉄道営業法および当社約款に基づくものです」と記されている。

これらの①は、「ご案内」の項目とその他のお取り扱いが、旅客営業規則等によるものであ

ること、②は、切符の提示や自動改札機の利用のご案内と、改札口の強行突破や他の人の定期

券の使用などが、不正乗車でありやめることのお願いが、鉄道営業法と約款を根拠とするもの

であることにつき、掲示し周知を図るものだと考えられる。

もっとも、正しい切符を持っていない場合の運賃に関して、（ア）①ご案内では、「普通運賃

の3倍」、②では、「乗車区間の運賃と2倍の増運賃」と、また、前者では、旅客営業規則だが、

後者では、約款とあり、やや整合性を欠いていること、（イ）切符紛失につき、「ご案内」すべ

きは、無くさないことだけでなく、その際の取り扱いであることなど、筆者は、幾つかを指摘

することができる。

ところで、旅客営業規則の備置きについては、実態は、如何であろうか。2015年2月5日

現在の渋谷駅では、改札の係窓口の駅員詰所において、机の引出し等のなかに「旅客営業規則」

が備え置かれている。

これらの①、②の掲示と「旅客営業規則」の備置きの組み合せは、山本（豊）（1998）のい

う「約款の契約への採用」（同91頁）に関する「書面交付に代わる……開示方法」（同92頁。
・・

傍点は引用者）だと思われる。その意味で、山本豊の具体的な指摘は、先駆的であった。また、
・・・・

検討委員会案【3.1.1.26】（約款の組入れ要件）の提案要旨や解説は、「『約款を相手方が知りう

る状態においた』とは、公共交通機関であれば、各駅や営業所に約款を掲示すること」（民法

（債権法）改正検討委員会編,2009,8788,90頁）153）だという。

山本の指摘や検討委員会案の解説等には敬意を表する。ただし、改正民法の特例規定のもと

では、当該契約は「公表」に関するものだということを、筆者は、ここでは指摘したい。

さて、2015年2月5日現在の実務は、「公表」につき、不十分な側面があることを、筆者は

指摘したい。たとえば3点において言える。①、②の掲示の現行の仕方につき、先ず、その有

無である。駅舎の工事に伴うものかとも思われるが、たとえば山手線の大塚駅や中央本線の水

道橋駅には、「ご案内」が無い、または無かった。京葉線の舞浜駅にも「ご案内」が無いが、

これは、改札の係窓口の駅員によれば、義務でないから掲示していないのだという。しかしな
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がら、ディズニーランドの利用客が乗り降りする駅であり、また、その必要性に迫られる、た

とえば、遠来でトラブルを抱える乗降客がいるであろう同駅における掲示の仕方としては、筆

者に疑問がある。この点は、後に改めて指摘する154）。

次に、掲示の仕方そのものについてである。2015年2月5日の山手線渋谷駅では、①、②

の掲示の仕方は、なかには、柱の陰に隠れているとか、壁の下部にあるとか、壁の奥まったと

ころにあるとかもあった。また、その多くは、改札口の中にあった。つまり、改札口を入口で

はなく、出口としたときのものである。このような掲示の仕方が全てではないにせよ、その仕

方が、旅客営業規則の観点から（本補遺2の2.1）、利用者に目立つこと、つまり役立つことを

意識しているとは、言い難い155）。

さらに言えば、これは駅員に関することだが、彼らにおいて、旅客営業規則が定型約款であ
・・・・・・・

り、これが旅客運送契約の内容になるものであることを、一定程度は知っておく必要があるの
・・・・・・・・・・・・・

ではないか、と思われる156）。

2.3 JR各社

2.3.1 ご案内等の掲示と旅客営業規則の備置き方

2015年（平成27年）3月15日と3月16日に、JR各社の駅の掲示物についての実態調査と

一部でヒアリングを行った157）。あらかじめ、その趣旨を記した挨拶状をJR北海道新千歳空

港駅、JR西日本新大阪駅、JR九州博多駅、JR四国松山駅駅長あてに送付した。3月15日

の早朝に羽田空港を発ち、新千歳空港駅で実態調査とヒアリングを行い、伊丹空港に降り立ち、

新大阪駅 158）で実態調査を行い、新幹線で博多駅に着いた。

翌日、3月16日に、JR九州の博多駅、JR西日本の新幹線博多駅でそれぞれ実態調査とヒ

アリングを行い、松山空港に降り立ち、松山駅で実態調査とヒアリングを行い、羽田空港に着

き、JR東海の新幹線品川駅で実態調査を行った。ご協力をいただいた方々に、記して御礼を

申し上げます。

JR各社の旅客営業規則の「公表」に関して提言を試みたい。公表とは、辞典に拠ると、当

事者の間だけに秘密にしておくのではなく、世間一般の関係者に広く知らせるようにすること

だという159）。むろんこれは、当事者が知ったうえで、関係者にも知らせるということであろ

う。旅客営業規則についても、そのような趣旨で解されるべきである160）。

以下、JR各社の駅の掲示物等につき、（1）旅客営業規則の掲示の有無、（2）有りとしたと

きの掲示の内容、（3）そのときの掲示の仕方について、論じたい。

2.3.2 旅客営業規則の掲示の有無

さて、新設された鉄道営業法18条ノ2は、定型約款の「表示し、又は公表していた」を規

定する。一方、同3条1項は、運賃その他の運送条件は、「関係停車場ニ公告シタル後ニ非サ
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レハ之ヲ実施スルコトヲ得ス」と定める。運送条件とは、主に「運送契約の内容を為すべき事

項」（佐竹,1929,18頁）である。

山口（1987）は、「運送約款自体の公告が要求されているのではない。個々の運送条件の公
・・・・ ・・・・・・・・・

告をもって足りる。……公告は、運賃その他の運送条件の加重をする場合においては、七日以
・・・・・・・・

上行うことを要する（鉄道営業法3条2項〔略〕）。……従来、国鉄の運賃等は、法律で定めら

れるという理由で、この規制の適用が除外されていたが、国鉄改革によりこの例外はなくなっ

た」（同31617頁。傍点は引用者）という。

ところで、1949年（昭和24年）に日本国有鉄道法（昭和23年法律256号）が施行された。

当時は、旅客営業規則の改正について、日本国有鉄道公示として官報に掲載され、また、鉄道

公報という日刊紙 161）の公示欄にも掲載されていたという。JR発足後は、各社で発行する

「社報」の公告欄に掲載されることになったが、鉄道公報と異なり、一般への頒布は行われて

いないという162）。

しかし、現在では、JR各社によっては、そのウェブサイトにアップされている163）。

ところで、山口（1987）のいう「運送約款……個々の運送条件の公告」（同316頁）はなさ

れているのであろうか。

2015年（平成27年）3月16日現在で、JR九州は、「きっぷのご利用案内 平成26年4月現

在」と題され、その末尾に、「運送約款の閲覧を希望されるお客さまは係員にお申しつけくだ

さい」と記されたもの164）を、たとえば博多駅北口の改札の係窓口の横のガラス壁の入場者が

比較的見やすいところに掲示ないし貼付している。そして、これをA4の表裏に分けて印刷し

た下敷き状のものとして、改札の係窓口の駅員用に置いているという。なお、この「きっぷの

ご利用案内」は、2012年（平成24年）から、統一されたという。

そこでは、運送約款が何かについては、説明していない。この点、JR西日本新大阪駅東出

入り口のみどりの窓口の壁に掲示されたものには、「きっぷのご利用案内 （運送約款要約）2015

年3月現在」とある。JR西日本新幹線博多駅中央口のみどりの窓口のなかの通路側のガラス

壁に作付けの記入台の上には、青色のカバーの分厚い『運送約款』が備え置かれている。もっ

とも、これには手擦れの跡は、まったく無かった。

以上のそれぞれのことは、旅客営業規則の「表示し、又は公表していた」の1つのあり方だ

ということができる。しかしながら、旅客営業規則に関する真の問題は、先の（2）や（3）にあ

る。当事者の個別合意がないときに、定型取引合意をした者は、定型約款の個別の条項や変更

後の定型約款の条項について合意がみなされること（本稿第 5節 5.2.2）の前提となる、定型約

款準備者の「表示し、又は公表していた」という問題だからである。

ここで最後に、重要なことであり、記しておかなければならないことがある。JR各社の駅

によっては、JR東日本の例に即していうと、①「ご案内」と②「ご利用のお客さまへ ご案内

とお願い」、またはそれらに相当するもの165）が掲示されていないことである。たとえば、2015
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年3月15日現在で、JR北海道の新千歳空港駅、同月16日現在で、JR東海の新幹線品川駅、

また2015年4月29日現在で、JR東日本の燕三条駅にはない。

このことは、「定型取引合意」につき、難しい問題を惹き起す。後に、論ずる166）。

2.3.3 旅客営業規則の掲示の内容

公表とは、まず当事者が知ることであった。旅客営業規則に則して、当事者が知ることの内

容は、運賃や料金とその支払いはむろんのことながら更に、①旅客運送契約が規則によるもの

であり、かつ、②この規則は、ことにあたって予測しがたく不当なものではないだろうという

ことである167）。なお、運賃は、移動の対価であり、料金は、設備・速度の差に対する対価で

ある。

さて、約款による取引も、第一義的には、当事者間の契約である（吉川（衞）,2017a,第7節）。

それゆえ、当事者は、①契約が運送約款（旅客営業規則）等の規則によることを知り168）、かつ、

②その規則が、たとえば、主な運送条件である運賃と料金等につき 169）、それらの典型的な具

体例でもって、どのようなものか示されており、これを知る必要がある170）。

そうだとすると、筆者は、さしあたり、たとえばJR東日本の「ご案内」に一段の工夫を施
・・・・・

せば、法律が求める「表示し、又は公表していた」になるのではないかと考える。すなわち、

運賃や料金 もちろん、運賃それ自体は、料金も必要に応じ、各駅に掲示されている

につき、よくある切符の紛失（JR西日本新幹線博多駅中央改札では、平日で10件、土・日では

15件位という）の取り扱い方を加え、また、料金に関する典型例として、延着 171）の取り扱い

方の項目が、まず必要だろう。

そのうえで、旅客運送契約が、当社の「旅客営業規則」（運送約款）等の諸規則および法令

によることにつき、明記すべきである。

しかしながら、根本的な問題が残っていることも、筆者は、同時に指摘しなければならない。
・・・

JR各社の駅によっては、そもそも、当該の「ご案内」、またはそれに相当するもの 172）が、

2015年（平成27年）3月1516日現在で掲示されていないという事実である173）。

2.3.4 旅客営業規則の掲示の仕方と、その備置き

掲示の仕方として、①「ご案内」は、定型約款準備者と相手方とのみなし合意 174）の前提と

なるものであり175）、乗車のときの切符等購入のために、改札近くの切符売り場に来たとき、
・・・・・・・・・・・・・・

それは、目を向ければ視野に入るような仕方で掲示されるべきである176）。また②「ご利用の

お客さまへ ご案内とお願い」は、当該の組み入れに関するものではないが、主にトラブルを
・・・・・

抱えた者のためのものであり、降車等して、改札の係窓口に行くときに、目に付くような仕方
・・・・・・・

で掲示されることが望まれる。

しかし一方で、①と組み合わされるべきだと言われている「旅客営業規則」の営業所におけ
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る備置きの必要性（山本（豊）,1998,92頁）177）については、そもそも疑問がある。筆者は、

「公表」に関しては、必要ないと考える。

それは、何故か。組入れ要件としての「公表」に関する定型約款と、表示に関する請求の対

象としての定型約款とは、誤解をまねきかねない表現だが敢えて言うと、定型約款としてはむ

ろん同一のものであるが、しかし“相貌を異にするもの”であってよい。つまり、（a）定型約

款準備者が「表示し、又は公表していた」と言うことが出来るときの定型約款（548条の2第

1項2号、たとえば鉄道営業法18条ノ2）と、（b）表示に関する請求にかかる定型約款（548条

の3第1項）とは、“相貌を異にするもの”であってよいのではないだろうか。

したがって、そのような意味で行論上、ここで筆者の結論を記すと、（a）でいう定型約款の
・・・・・

「公表」とは、定型約款による旨と主要条項趣旨の掲示だと、筆者は考える178）。他方で、（b）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

の定型約款は、もちろん定型約款それ自体でなければならない。ただし、定型約款自体の備置
・・・・・・・・

きは、個々の営業所でなく、JR各社のウェブサイトであってよい。この理由は、それが「請

求」に関することだからであり、これが「相当な方法」（548条の3第1項）であろう。

もっとも、定型約款準備者が、定型約款の備置きを、個々の営業所で、たとえば2015年

（平成27年）2月5日現在の渋谷駅の各改札の係窓口のようにするとか、同年3月16日現在の

JR西日本の新幹線博多駅のようにすることもあってよいだろう。しかし、それは、定型約款

の組入れ要件として求められているものではない。2014年（平成26年）秋のJR東日本にお

ける高田の馬場駅の駅員がいうように、「トラブルのとき、駅員が見るもの」179）である。

このような観点において、興味深い次の事実がある。渋谷駅ハチ公改札の駅員によれば、

「旅客営業規則」が関係してくるような乗客は、一日に一件あるかないか、一ヵ月で数える程

度だという。そのときに、「旅客営業規則」はネットでも確認できますよというと、実際にア

クセスして確認し納得してくれる乗客が、もともと少ない件数だが、そのなかでの割合として

は多いほうだという。この事実は、今後のネット社会の姿を示すものだと、筆者には思われる。

2.4 まとめ―「公表」（定型約款による旨と主要条項趣旨の掲示）

筆者の提言につき、まとめたい。法律が求める「表示し、又は公表していた」とは、定型約

款による旨と主要条項の趣旨につき、相手方が現実に目にする可能性があるものとして示すこ

と（本稿において、「定型約款による旨と主要条項趣旨の掲示」という）だと、筆者は考える。

そのことは、現実に可能性がありさえすればよい。「相手方が合理的な行動を取れば約款の

内容を知ることができる機会が確保されている」（中間試案第30の2）必要はない。この種の

取引において、そもそも、相手方の合理的な行動の対象として約款の内容を知りうる機会の確

保を期待することは、非合理である。その理由は、何か。部会資料８３ １（要綱仮案（案））

や同８６ １（要綱案の原案（その2））の補充説明がいう定型約款による取引の特色と特殊性 180）

のゆえに、である181）。
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また、定型約款による旨の掲示だけでは、「平均的な顧客」にとって、そもそも意味がない

といって過言ではないだろう。掲示は、契約の内容の骨子が説明されているからこそ、相手方

にとって意味がある。定型約款による旨だけでは、「平均的な顧客」にとって、ことの性格を

理解できないのではないだろうか。

筆者の提言を、具体的に、JR東日本の掲示物に即して言う。「ご案内」ないしこれを若干

リファインしたもの（以下「ご案内等」という）の掲示である。これについて、実践面と理論

面を論じたい。

実践面において、JR各社の各駅で、筆者が言うような標準化されたものを掲示することは

可能だろうか。これは比較的容易だと考える。ところで、2015年（平成27年）3月1516日

現在、JR北海道の新千歳空港駅とJR東海の新幹線品川駅には、全く同一のものが掲示され

ていた。「手回り品のご案内」と題し、最下段にJRグループと記されたものである。JR四国

の松山駅の掲示物は、基本的に本社からメールの添付ファイルで送られてきたものを拡大コピー

したものだという182）。JR各社には、情報交換会のようなものがあるようである183）。

そこで、ひな形をつくり、JR各社が判断を行って加筆補正等をしたうえで、「ご案内等」を

作成し、各駅へPDFの添付ファイル等で送る。各駅では、その地域特性等にあわせて 184）加

筆等したうえで、その拡大コピーを作成し、掲示する。

JR各駅における掲示物の用意それ自体は、ほとんどコストを要することなく、各駅で実現

可能であろう。定型約款準備者にとっても、相手方にとっても、便益は、大きい。もっとも、

掲示の仕方の工夫は、場合によっては工事を伴い、これには、いささかのコストを要する。し

かしながら、相手方の便益を考えれば、これは、定型約款準備者のコストを大きく上回るだろ

う。

さて、理論面を論じたい。定型約款による旨と主要条項趣旨の掲示が、何故、求められるの

か。言い方を換えれば、定型約款それ自体を、JR各社のウェブサイトに置くことだけでよい

のでないか。

当該の掲示が求められる理由は何よりも、旅客鉄道運送契約は、繰り返すが、第一義的に、

定型約款準備者と個々の相手方との契約だからである。また、定型約款をウェブサイトに置く
・・・

ことだけでは、十分でない。この理由は、旅客鉄道運送契約が本来的にネットによる取引では
・・・・・・・・・・・・・・

ないからである。いうまでもなく、JRの切符等をネットで購入するときのことはあるが、こ
・・

れとは、もちろん、別のときのことである。

定型約款規律の解釈ないし理論は、特別法の特例規定といえども、そのような原点に立ち戻

り、これに立脚する必要がある。

しかしながら、現実には、「ご案内等」の掲示が無い駅がある。これは、改正民法の周知期

間である3年内 185）に、駅員の教育 186）も含めて解決されるべきである。掲示それ自体は、た

とえば、鄙びた過疎化の田舎の駅でも可能であろう。
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ところで、何故、定型約款の掲示は、主要条項で足りるのか。これは、「運送約款自体の公
・・・・

告が要求されているのではない。個々の運送条件の公告をもって足りる」（山口,1987,316頁。
・・・・・・・

傍点は引用者）という考え方 187）の方向に、筆者も立つからである。

しかし、さらに問うて、約款による旨と、主要条項の、かつその趣旨で足りるというのは何

故か。これは、山口（1987）33,313頁等が示唆しているように188）、運送約款や、運送事業者

の背後に法律や、行政機関などの存在があるからである。広い意味での、筆者のいう公的モメ

ントの問題（吉川（衞）,2017a,11617頁参照）である。

しかしながら、その一方で、念のために改めて指摘するが、JR発足後は、各社の「公告」

は、観念的にも理屈のうえでも、定型約款準備者の相手方の目に現実に触れ得るものではなく

なっていることもまた、事実である189）。

さて、「表示し、又は公表していた」につき、まとめで論じた事柄につき、JR各社をはじ

め、旅客鉄道運送事業者に、筆者は、特段の配慮を求めたい。なお、公共サービス等の取引類

型 190）の事業者にも、同様の配慮を求めたいとは思うが、ここでは 筆者はいまだ、それ

らの特別法の特例規定に関する現実の取引実態の調査等は行っていないので 、その主張

をすることは、筆者は控えたい。

本稿補遺2において、筆者が以上のように論じてくると、改めて浮かび上がって来たものが

ある。運送約款に対する旅客または荷主の <関連づけられる意思>、定型約款準備者と個々の

相手方との契約、個々の相手方の意思、などである。また、一方において、広い意味での、筆

者のいう公的モメントである。

これらの問題について、筆者は既に論じているので、ご参照ありたい191）。

最後に、「公表」に関する小川政府参考人の国会答弁につき、一言したい。まず、表示との

対比で、「表示の請求という仕組み〔表示に関する請求構成〕」（192衆法議録13号（H28.12.6）

19頁）を踏まえて、「定型約款準備者のホームページなど、そういったところで一般的にその

旨を公表しているだけでは表示とはいえない（同，18頁。193参法議録12号（H29.5.16）25頁

参照）と言う。次いで、筆者のいう公的モメント（吉川（衞），2016,134頁）があるなかで、つ

まり「例えば鉄道の旅客運送契約の……事業者は所管行政庁の監督に服しているところでござ

います。……公表の方法としては、例えば定型約款準備者のホームページ上にある特定の定型

約款を契約の内容とする旨を明示すること、こういったことが想定されている」（193参法議録

12号25頁）と言うのである。

このような政府参考人の国会答弁は、筆者のいう公的モメントがあるなかでの「公表」に関

する、吉川（衞）（2016）12526頁や、本補遺での解釈論を一定程度は裏書するものではない

だろうか。このように、筆者には思われてならない。
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注

78）本文のことに伴い、第2節の分析課題は、3つとなる。そこで、第2節の構成を次のように、改める。

すなわち、2.1分析課題3つ、2.2「3つの『合意』概念の整理」、2.3「みなし不合意」、2.4約款変更、

2.5まとめ 森田（2011）と同（2016b）、である。

79）後に、本文で明記するように、森田（2016b）（その2）99頁は、「定型約款の個別の条項についての
・

合意」（傍点は引用者）と記す。

80）客観的合意説につき、筆者は、恩師 戸田修三先生の説に学んだことがある。感謝を込めて、その説

を記しておきたい。

すなわち、「契約当事者を拘束する基礎は、その者の意思であるという出発点に立って、普通取引約
・・

款の規範性の根拠を、『客観的な意思』に求めたいと思う。それは、個々の契約における当事者の主観

的ないし具体的な意思を意味するものではなく、かかる約款による契約当事者に普遍的な意思の意味

である。その意思は、裁判所の認定によって現実化するものではあろうが、それは普通取引約款の正

しい解釈から導き出されるものでなければならない。」（戸田,1965b,35頁。傍点はママ）である。な

お、戸田（1982）170頁も見られたい。

81）当事者において、約款の条項と異なる内容の個別合意の条項があれば、約款規制の対象から外され

る。このとき、約款一部無効問題（本稿注68）と似た問題が生ずる。その対象から外されるのは、（a）

当該条項のみか、それとも、（b）当該条項を含む条項総体か、である。この問題につき、山下委員

（東京大学教授山下友信）89回（H26.5.27）29頁、中田委員（東京大学教授中田裕康）同回31頁、森
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田（2016b）（その3）89頁、吉川（衞）（2017b）23頁参照。

筆者の見解は、（a）である。これにつき、吉川（衞）（2016）105頁注18も参照されたい。

82）当該の問題の所在が、筆者には、よく理解できる部会審議がある。やや長くなるが、引用したい。

部会資料７８Ｂ第4約款（定型条項〔定型約款〕の定義）につき、山本（敬）幹事（京都大学教授山

本敬三）による発言、すなわち、「現実には、……実際にこれでよいかどうかという交渉を経て、しか

し結論としては、……この条項部分はこれでいくと合意する場合は、少なからずある……/変わって

いないのだから、やはり定型条項の規律が妥当すると本当に考えるべきかというと、それは違う……

内容は同じであれ、合意が行われているのであれば、通常の合意と異なる特別な規律が当てはまる理

由はない」（89回（H26.5.27）30頁）がある。

これに対し、忍岡関係官（法務省民事局付忍岡真理恵）が回答している。すなわち、「交渉があった

かどうかというところの認定が極めて難しい……特に、交渉していたけれども結果的に同じ合意になっ

たという場合を外してしまうと、一番困ってしまうのは、変更などです。ある人は交渉していて同じ

内容になっている。ある人は交渉しないで同じ内容になっている。この人の関係では変更できないけ

れども、一方の人とは変更できるということになってきますと、定型条項を使って画一的にその顧客

を扱うという趣旨からすると大分困ったことになる」（同3132頁）である。

83）約款準備者の相手方は、「その〔約款の〕内容を理解できたとしても、納得ができないままに、契約

を締結するか否かの状態に置かれている」（吉川（衞）,1992,81,90頁。同,2017a,112頁。また、同，

1978b（1）,7頁，1978b（3）,105頁）というのが、約款による取引の実情である。

部会第2分科会5回（H24.9.4）において、松岡分科会長（京都大学教授松岡久和）が挙げるJR東

海の実例につき、吉川（衞）（2017a）122頁注13参照。また、保険の実例につき、同（2016）150 51

頁参照。

84）筆者の考え方は、或る考え方の対極にあるものである。それは、森田がいう「『希薄な合意』論が、

希薄とはいえ合意を基礎とする以上、そこに残る意思自律原理の残滓は、要件論の実際上では、約款

の相手方、特に消費者に不利な帰結をもたらす」（同,2016（その3）,88頁注3）ことになる考え方で

ある。

85）吉川（衞）（2016）補論参照。また、沖野眞已は、中間試案では、「開示と同意（合意）とが約款が契

約内容となるための両輪」（同,2015,563頁）という。

86）吉川（衞）（2016）補論参照。

87）本稿注84、および対応する本文を見られたい。

88）いわゆる遡及条項は、生命保険約款において、承諾前死亡問題に関する条項である。さしあたり、

吉川（衞）,1978b（3）,127 32頁、同（1992）147 187頁（初出1974年）参照。また、本稿注168も

見られたい。

89）制度的契約論を提唱する内田（本稿第3節）は、同（2013）において、恩師 星野英一先生の想い出

とともに、「最初の学部ゼミ……約款について報告をした。……様々な会社を回って約款を集め、それ

を元に何か報告をした」（同61頁）と、また「助手の採用面接……『真理の探求のためです』と答え

た私」（同62頁）と記している。

90）保険商品は、むろん現在財であって、将来財ではない。「遠い約束」（夏樹静子）は、誤解を招きか

ねない言い方ではあるが、保険契約者のインセンティブに関する説明との関連で、本文では敢えて使

用している。

91）なお、期待は、たとえば、ドイツ民法305c条1項の解釈において、キーワードの1つ（Erwartung）

である。本稿補遺1の1.2.2、1.2.4、1.2.5参照。

定型約款による契約の構造（2・完）（吉川） 91



92）吉川（衞）（2014）補論。また、森田（2016b）（その2）88頁参照。

93）部会資料８３ ２（要綱仮案（案）補充説明）第28の1（説明）（2）、38頁。

94）部会資料８３ ２（要綱仮案（案）補充説明）第28の2（2）（説明）、40頁、同８６ ２（要綱案の原

案（その2）補充説明）第28の2（説明）3、4頁。

約款の特殊性は、改正民法の規定の文言として、「定型取引の態様」（548条の2第2項）に表れてい

る（たとえば、浅田（2017）（その2）418頁）。

国会審議では、当該文言につき、小川政府参考人（（法務省民事局長）小川秀樹）が「契約の内容の

画一性が高い取引であるため、相手方である顧客において、約款の具体的内容を認識しようとまでは

しないのが通常……このような特質」（192衆法委議録12号（H28.12.2）11頁）と説明されている。

95）吉川（衞）（2016）113頁注41参照。

96）本文のことにつき、吉川（衞）（2017b）第5節も見られたい。

97）弁護士（東京弁護士会所属）高須順一。高須は、本文に先だち、「5年間の改正作業の中で……約款

というのは……通常の契約法理と同列に論じることのできない異質なものであるということが明らか

になってきた……これはこのメンバーだけではなくて、この法制審議会の審議の内容を見守っている

多くの法律家や、その他にもいろいろな方が同じような意見を持ったような議論の経過ではなかった

かと思います」（部会93回（H26.7.8）2223頁）と発言していた。

98）吉川（衞）（2016）106109頁。

99）村松幹事（法務省民事局参事官村松秀樹）98回（H27.1.20）22頁参照。

100）定型約款の変更に関する筆者の見解につき、記しておきたいことがある。浅田（2017）（その2）429

30頁は、部会や国会の審議を含めて緻密に分析し、定型約款の変更規律は、信託の変更規律（信託

法149条（信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割））と親和的だと主張する。そして、吉川

（衞）（2014）66 67頁の、定型約款の変更に関する「<関連づけられる意思> 黙示の合意」につい

て、その審議や学説のなかでの位置を明確にしている（拙稿,2016,112 16,139 46頁は、その後の

ささやかな発展である）。そのことにつき、記して感謝します。

101）銀行の業務規制や銀行取引約款につき、吉川（衞）（2017a）129頁注77参照。また、金融制度調査

会における竹内昭夫発言（吉川（衞）,同,124頁注28）を見られたい。

102）保険業（保険事業）の政府規制につき、吉川（衞）（2007d）第4節4.2、また、同（2017a）第4節、

特に127頁注50参照。

103）運送業については、後に、補遺2の2.1「鉄道運送法制の概略」で論ずる。

104）たとえば、電気通信事業につき、吉川（衞）（2017a）121頁注7参照。電気通信事業法は、契約の条

項として用いられるものを「契約約款」といい、19条、20条において、総務大臣への届出や、その変

更命令について定めている。山野目,2017,168頁も、参照されたい。

105）吉川（衞）（1973）（1）2頁注7、とくに末尾を見られたい。

106）本稿注103、104、また、101、102参照。

107）法務省民事局参事官村松秀樹。

108）本稿注106参照。

109）なお、本稿注117をご参照ありたい。

110）本稿（1）と（2・完）では、補遺番号が異なる。これは、本稿の文脈からして、当該の補遺の位置の

入れ替えが適切だと判断したからである。

111）たとえば、吉川（衞）（2016）112頁注41、本稿第5節5.2.2参照。

112）鎌田ほか（2017）6頁（鎌田発言）。また、鎌田は、検討委員会発足の前段階として、山本（敬）ほか
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（1998）、河上ほか（1999）や、内田ほか（2006）などを挙げている。

検討委員会案につき、鎌田ほか（2009）がある。

113）民法（債権法）改正検討委員会編（2009）95、97頁。

114）いわゆる一本化につき、3点を記したい。一番目は、国会審議である。小川政府参考人は、改正民法

548条の2第2項は、「いわゆる不当条項と不意打ち条項、いずれも含むもの」（192衆法委議録11号

（H28.11.25）15頁。また、193参法委議録12号（H29.5.16）22頁）だと答弁している。

二番目は、法制審議会の部会資料である。部会資料８３ ２（要綱仮案（案））についてだが、同第28

の2（2）（説明）参照。また、吉川（衞）（2014）2、7374頁参照。なお、民法（債権関係）の改正に関

する要綱や同要綱案には、補足説明がない（沖野,2015,530頁注2参照）ので、当該の部会資料を援

用している。一本化に至る部会審議の経緯につき、浅田（2017）（その2）41517頁がある。

三番目は、国会衆参法務委員会附帯決議である。民法改正法案につき、いわゆる不当条項および不

意打ち条項の規制の在り方を含めて、平成29年（2017年）4月12日の衆議院法務委員会と、同年

5月25日の参議院同委員会で、附帯決議がなされている。

115）中原（2017）5455頁がある。

116）政府参考人（法務省民事局長）小川秀樹。

117）不意打ち条項に関する（a）異例性（非慣行性）と（b）不意打ち性という、そのドイツ民法適用のた

めの枠組み（要件）につき、筆者に思うことがある。（a）は、筆者の客観的合意説に即して考えると、

定型約款準備者の相手方につき、集団としての範囲、つまり形式の問題である。これに対し、（b）は、

その集団としての相手方が如何に思ったか、いいかえれば当該条項を予測する必要がなかったかどう

かであり、つまり内容の問題である。

そうだとすると、（a）は、筆者の客観的合意説に即して、形式の（β）であり、また（b）は、同じく

内容の（α）だと考えられる（本稿第4節4.2、4.3）。つまり、こうである。

定型約款準備者の相手方の集団的意思（客観的意思）の内容を、（α）相手方の、集団的取引におけ

る対価性確保の期待へ向けられた意思だという捉え方、また、その集団的意思の形式を、（β）集団的

取引の顧客圏において一般的な意思、いいかえれば、顧客圏における平均的顧客の合理的理解可能性

だという捉え方 このような捉え方は、筆者の考え方の解釈枠組みである（本稿上記参照）。

もちろん、言うまでもないことではあるが、次のことに留意しなければならない。すなわち、ドイ

ツ民法305c条1項の制定趣旨は、不意打ち条項規制と不当条項規制（内容規制）を区別する（Ulmer

/Sch�fer,2016,§305cRdnr.5）。これに対して、日本民法の548条の2第2項は、ふたつの規制を一

本化している。本稿注114、および対応する本文を参照。

しかしながら、筆者の上記した解釈枠組みには、ドイツ民法305c条1項に関する適用要件のつくり

方と共通するものがあると思われないではない。ここ補遺1の1.2.1と本稿第4節4.2の、それぞれの

冒頭箇所を対比されたい。

118）同旨・Ulmer-Sch�ferRn12.

119）同旨・Ulmer-Sch�ferRn23.

120）筆者の見解における「期待」について、本稿第4節4.2参照。

121）なお、本稿の前注参照。

122）本稿注127参照。

123）本稿注126参照。

124）バーゼドーの最近の邦訳として、バーゼドー（2014）がある。

125）Ulmer/Brandner/Hensen（1978）§3Rdnr.9.
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126）Koch/St�bing（1977）§3Rdnr.7.

127）L�we/vonWestphalen/Trinkner（1977）§3Rdnr.13.

128）Schlosser/Coester-Waltjen/Graba（1977）§3Rdnr.11.

129）ウルマーについては、後に本補遺1の1.2.5で論ずる。

130）なお、上田,2003,26566頁も見られたい。

131）マックス・J.ディートラインとエーバーハルト・レープマンは、かつて、第50回ドイツ法曹大会

において発言した。すなわち、第一日目に、ディートライン （Verhandlungendes50.Deutschen

Juristentages,1974,H.49 52）が、また第二日目と第三日目に、レープマン（Ebd.,H.140 43,

H.19798）が発言した。

132）約款の内容コントロールについて、1937年から1978年1月までの世界各国の主な学会やシンポジウ

ムを一覧表にしたものがある。吉川（衞）（1978b）（2）13233頁参照。

133）Ulmer,1974,S.H3940.

134）Verhandlungendes50.DeutschenJuristentages,1974,S.H221,225.

135）ドイツ約款規制法の、本文のような基本的なあり方は、日本の改正民法のそれに通ずるものがある

と、筆者は、考えるものである。ここで、2つ論じたい。

第一番目である。なるほど確かに、同548条の2第1項柱書には、「不特定多数」の文言がある。し

かしながら、部会審議では、たとえば山下委員等は、定型約款の規律は、BtoCだけでなく、BtoB

にも適用されるものだと理解した、と発言している（98回（H27.1.20）29頁等）。部会の議事録を読

んでいると、その文脈では、むろんBtoBへの適用が排除される側面はあれ、BtoCやBtoBの

「定型約款」については適用ということであろう。「不特定多数の者」の、部会や国会の審議を踏まえ

た緻密な解釈として、浅田（2017）（その2）39495頁がある。また、吉川（衞）（2014）4243頁もみ

られたい。小川政府参考人発言（193参法委議録12号（H29.5.16）22頁）参照。

高須（2017）4950頁は、中小企業と大企業の取引行為には、「定型約款」適用要件を満たすものが

あり、規定上の「取引上の社会通念」が重要な意味をもつ、これは、「改正後の民法が問題とする当事

者間の合意は、より広く、より根源的な当事者の意思を問題とするものである。そのことを明確にす

るため〔の〕……文言」（同，49頁）だからだと言う。

第二番目である。筆者が私淑する大阪市立大学名誉教授 故岩崎稜先生がよくおっしゃっておられた

ことがある。約款規制法の本質的意義は、約款の通用（Geltung）を正面から認めて立法化した世界

最初の法律であり、この文脈で、消費者保護機能をもつ諸制度が採用されているに過ぎない。その意

味で、つねに企業サイドにたつドイツ法曹大会が、約款規制の法律を支持したことは象徴的だと言っ

ておられた。

岩崎先生が言う象徴とは、同50回大会の決議の1つが、約款規制の制定法を認めたこと（Verhand-

lungendes50.DeutschenJuristentages,1974,S.H221,225）であろう。いま、そのことを筆者は、

思い出す。約款の通用と通用される約款の妥当性 （G�ltigkeit）に関するL.Raiserの学説の意義に

ついて、吉川（衞）（1978b）（1）3334頁参照。また、河上（1988）313頁注29もみられたい。

136）期待について、本稿注120参照。

137）Ulmer/Brandner/Hensenの初版（1977a）と、その第2版（Ulmer/Brandner/Hensen,1977b）は、

同じ。この第2版標題紙の裏に、unver�nd.と印刷されてあるが、ISBNも同じ（ISBN350445100

9）。

138）念のために記しておくと、Ulmer（1982）のRdnr.13は、Ulmer（1978）のRdnr.9に相当する。

139）本稿の前注参照。
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140）潮見（2017）224235頁がある。

141）高須幹事の当該の発言は、既に本稿第5節5.2.2で引用した。しかし、ここでも行論の関係上、改め

て引用した。

142）旅客鉄道か、それとも、鉄道旅客か。表記の仕方について、記したい。部会資料８３ １（要綱仮案

（案））は、第28の2（1）（注）において、「旅客鉄道事業」と表記している。また、JR各社の名称も

「旅客鉄道」である。本稿は、断らない限り、その表記の仕方に従っている。しかしながら、たとえば、

山口（1987）262頁等は、「鉄道旅客運送」と表記している。

143）鉄道事業許可申請書につき、詳しくは、鉄道事業法施行規則（昭和62年運輸省令第6号）2条参照。

144）本文の推測の理由は、保険事業等の場合を想定したからである。保険事業につき、本稿注102参照。

145）「この点は、道路運送法12条、通運事業法21条、海上運送法21条、航空法106条、電気事業法19

条等において、主務大臣の認可を受けるべき旨が、法定されているのとは異なる」（山口,1987,313

頁）という。

146）このような考え方は、「昭和23年春から7年余りにわたり、内閣の法制部局（法務庁、法務府、内

閣法制局）において、……多くの運輸関係の法律の制定に、主管の法制局参事官として直接関与し……

その〔国鉄改革に関する法律〕内容を検討する」（山口,1987,457 58頁）という見地に基づくもので

ある。

147）吉川（衞）（2016）126頁、同（2017a）第7節参照。

148）吉川（衞）（2016）第2節2.4参照。

149）国士舘大学法学部現代ビジネス法学科２年次必修の企業法2014年度履修の学生。

本文の実態調査に先だち、2014年（平成26年）の夏から年度末まで、筆者が、筆者の学部3年生ゼ

ミ学生とともに取り組んだ調査があるので、吉川（衞）（2014）48 50、56頁を見られたい。そのとき、

2014年6月24日、富士急行株式会社本社で、運送約款につきレクチャーをうけ、また、一般乗合旅客

自動車運送事業約款を頂戴した。ここに記して、改めて謝意を表します。本稿では、富士急行の当該

約款をF約款と略称する。

150）JR東日本の「ご案内」は、太い赤線で囲まれたものであり、幾つかのタイプがある。たとえば2015

年（平成27年）2月5日現在で、渋谷駅にあるものは、以下の通りである。

まず禁止事項として、次に掲げる事項が記されている。

・駅構内で、物品の販売・配布などを許可なく行うこと。

・線路に降りること

・危険品を車内へ持ち込むこと

・かけこみ乗車を行うこと

注意事項として、ベビーカーの使い方

また、運賃につき、「きっぷは正しくお求めください。正しいきっぷをお持ちでない場合には、きっ

ぷを無効として回収し、乗車した区間に対する普通運賃の3倍に相当する額を申し受けます」とある。

さらに、列車不能時のお取り扱いという文言が、太字で書かれて、囲みのなかに2つ記されている。

○列車の運転休止、遅延等により、他の鉄道・バス・航空機等に乗車・搭乗できなかった場合など

の補償等については、当社は責任を負わないこと。

○Suica-PASMOなどのICカード乗車券をご利用の場合、定期券面の区間に限り振替乗車のお取扱

いをいたします。入金（チャージ）額でご利用になる場合は、振替乗車のお取扱いはできないこ

と。

151）JR東日本の「ご利用のお客さまへ ご案内とお願い」には、緑地に白い部分が上下に2つあり、そ
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の中に、次の記載がある。上のものには、切符に関するご案内として、

・目的地まで購入すること。

・紛失しないこと。

・係員のいる改札では、きっぷを提示すること。

・自動改札機利用可能なきっぷ（例示あり） と、その改札機を利用すること。

下のものには、「以下の行為は不正乗車です。おやめください」として、

・改札口の強行突破

・大人による小児用のきっぷの不正使用

・きっぷの改ざん

・その他、不正手段としてのきっぷの使用

さらに、囲み事項として、

「不正乗車をした場合、きっぷを無効として回収し、乗車区間の運賃と2倍の増運賃をいただきま

す。/なお、定期券の場合は期間をさかのぼっていただきます。/ICカード乗車券で不正乗車した

場合には、IC運賃ではなく、乗車区間のきっぷの運賃と2倍の増運賃をいただきます」と記載され

ている。

152）学生が行った調査は、主に2014年（平成26年）秋であり、筆者が直接、JR渋谷駅でゼミ学生とと

もに行った確認の調査は、2015年（同27年）2月5日である。

153）検討委員会案【3.1.1.26】（約款の組入れ要件）は更に、「バスの停留所から乗客がバスに乗って運送

契約が締結される場合、停留所またはバスの乗車口に、当該契約に運送約款が用いられることおよび

約款を備え付けてある場所を明記した上で、バスの営業所に約款を備え付けてあれば、乗車時に当該

約款について乗客が認識していなくても、約款は開示されたものとみなされる。」（民法（債権法）改

正検討委員会編,2009,88頁。また、同,9091頁参照）という。

154）本稿補遺2の2.3.2末尾参照。

155）JR西日本の例に即しても記しておきたい。2015年（平成27年）3月2日現在で、姫路駅の3箇所

の改札口に掲示されていたものは、いずれも旅客にとって目に入りやすいものであった。しかしなが

ら、それらは、いずれも改札口の中にあった。また、同年3月4日現在で、天王寺駅の東改札口のみ

どりの窓口では、入って右側の壁に掲示されていたが、その前に、大きな観葉植物の鉢が置かれてい

た。

156）ここで、2つ記したいことがある。1つは、国士舘大学学生の印象であるが、東京駅や新宿駅の、あ

る改札の係窓口の駅員に学生証を提示し、かつ富士急行株式会社のF約款（本稿注149）を示したう

えで、JRのそれを見せて欲しい旨を述べると、なかなか話が通ぜず、しばらく問答のうえで、電話で

問い合わせて欲しい旨をいわれ、そこへ電話したが、ここもなかなか話が通じなかったということで

ある。

それに対し、いま1つのことも、記しておきたい。2015年（平成27年）3月16日に筆者が試みた、

JR西日本の新幹線博多駅の新幹線中央口近くの緑の窓口では、若い駅員が親切、かつ適切に対応して

くれた。若手で、勉強会を定期的に開催しているという。

157）ここで、2015年（平成27年）3月3日現在でJR各社のウェブサイトにアップされている旅客営業

規則について、記しておく。たとえば、JR北海道http://www.jrhokkaido.co.jp/network/guide/

ryokaku/index.html、JR東日本http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html、JR東海http://

railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/index.html、JR西日本http://www.jr-odekake.

net/railroad/ticket/guide/stipulation/、JR九州 http://www.jrkyushu.co.jp/trains/transport/
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index.jspである。

なお、「旅客営業規則」（昭和62年4月四国旅客鉄道株式会社公告第1号）、「旅客営業取扱基準規程」

（昭和62年4月社達第130号）がある。

158）新大阪駅の駅長は、休日で休みとのことであった。筆者への伝言等はないかと尋ねても、何も言い

付かっていないとのことであった。ここでのヒアリングは、断念した。

159）山田忠雄ほか編『新明解国語辞典 第七版』（三省堂、2012年）500頁。また、諸橋轍次『大漢和辞

典巻二〔修訂版〕』（大修館書店,1984年）では、「廣く世閒に發表する。」（1123頁）である。

160）運送・海商関係につき、法制審議会第171回会議（H26.2.7）において、法務大臣諮問第99号「商法

制定〔明治32年3月9日〕以来の社会･経済情勢の変化への対応、荷主、運送人その他の運送関係者

間の合理的な利害の調整、海商法制に関する世界的な動向への対応等の観点から、商法等のうち運送・

海商関係を中心とした規定の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」を調

査審議し答申するために、法制審議会商法（運送・海商関係）部会（部会長 東京大学大学院教授山下

友信）が設置され、旅客運送については、「旅客運送分科会」が設置されることとされた（部会第1回

（H26.4.23）会議議事概要。後に、分科会長は、山下教授）。吉川（衞）（2017a）128頁注58も見られた

い。

さて、たとえば、旅客運送契約の締結には、それぞれの運送手段に応じた内容の約款が利用されて

おり、一般旅客自動車運送事業者、一般旅客定期航路事業者や本邦航空運送事業者は、運送約款につ

き主務大臣の認可を受けなければならない（標準運送約款と同一の場合には、認可を受けたものとみ

なされる）とされ、「公衆の正当な利益を害するおそれがないことが要求されるなど、旅客保護等」

（法制審議会商法（運送・海商関係）部会・旅客運送分科会（以下「旅客運送分科会」という）第1回

（H26.10.22）分科会資料1「商法（旅客運送関係）の改正に関する論点の検討」第1旅客運送契約（説

明）2（2）、3頁）の観点から行政規制に服している。また、主務大臣は、法令上一定の場合に、運送

約款の変更や、保険契約の締結を命ずる権限を有することもある（同、同頁）。

JR各社の約款（旅客営業規則）は、それらに対比していっそうの公共性があると思われるところ、

鉄道事業法は、旅客の運賃・料金に関して、同様の行政規制に服すべきことを定めている。すなわち、

旅客の運賃・料金の上限につき、国土交通大臣の適正原価・適正利潤の審査に基づく、認可（勢一,

2010,178頁参照）を受けなければならず、これを変更するときも同様である。その上限の範囲内で定

めたとき、その変更のときは届け出で足りるが、特定のときには、国土交通大臣は、その変更を命ず

ることができる（鉄道事業法16条）。

161）国鉄総裁室文書課編集発行。

162）http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1186041791（2015/03/24）

163）本稿注157参照。

具体的なケースにつき、たとえば、九州旅客鉄道株式会社公告第6号が、お知らせ「平成27年2月

5日旅客営業規則の一部改正について」として、北陸新幹線開業に伴いアップされている（http://www.

jrkyushu.co.jp/trains/transport/pdf/2015_0205_yakkan.pdf（2015/03/13））。また、そもそもの旅

客営業規則（平成26年10月1日現行）は、「旅客営業規則（昭和62年4月1日九州旅客鉄道株式会

社公告第2号）」としてアップされている（http://www.jrkyushu.co.jp/trains/transport/index.jsp

（2015/03/24））。

164）JR九州の「きっぷのご利用案内」には、下記の事項が記載されている。

・きっぷのご購入

・使用資格者を限定したきっぷのご利用
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・きっぷの有効期間

・途中下車

・分岐駅を通過する列車にご乗車の場合の特例

・きっぷの変更

・指定の列車に乗り遅れた場合

・きっぷをなくした場合

・きっぷの払いもどし

・手回り品

・事故などの場合の取扱い

・入場券

・お願い きっぷは正しく目的地の駅までお買い求めください。〔これは囲みとなっている〕

165）2015年（平成27年）3月16日現在で、JR四国の松山駅には、JR東日本の①「ご案内」と②「ご

利用のお客さまへ ご案内とお願い」を一枚にまとめた、「ご案内とお願い」がある。

166）本稿補遺2の2.4。

167）改正民法548条の2第2項参照。この解釈につき、本稿補遺1の1.1.3等参照。

168）旅客運送契約は、請負であり諾成契約である（山口,1987,262頁、道垣内委員（東京大学大学院教

授道垣内弘人）旅客運送分科会第1回議事録（以下、議事録を略す）9頁）。分科会資料は、旅客運送

契約につき、「旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がこれに対してその運送

賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずることとしてはどうか。」（商法（運送・海商

関係）部会旅客運送分科会資料1「商法（旅客運送関係）の改正に関する論点の検討」第1旅客運送契

約）と記している。

運送債務のスタート地点は、改札を通ったときである（山下関係官（法務省民事局付山下和哉）旅

客運送分科会第1回4頁。なお、塚越参考人発言（東日本旅客鉄道株式会社法務部課長 訴訟・賠償グ

ループリーダー 塚越亮一）同4頁がある）。

旅客運送契約は、諾成契約であるから、「乗車券の交付又は旅客の乗車等を其成立要件とするもので

はない」（佐竹,1929,54頁）。

JR各社の旅客営業規則５条は、「（契約の成立時期及び適用規定）第5条 旅客の運送等の契約は、

その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券

類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。2 前項の規定によって契約の成立した時以

後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとす

る」と定めている。

旅客運送契約は、請負であり諾成契約であるが、実務においては一定程度、要物契約化しているの

ではないだろうか。保険契約につき、生命保険契約の、いわゆる遡及条項（本稿注 88参照）にも関係

するが、約款による要物契約化を唱える見解がある（和座,1966,141頁、同,1977,81頁。また、岩

崎,1971,7頁参照）。

169）なお、佐竹（1929）18頁参照。

170）示されていれば、予測不可能なものではないと言えるかも知れない。しかし、その基準は、「平均的

顧客」である。とすると、これは、客観的合意と係わってくる。吉川（衞）（2016）第2節22参照。

171）旅客の生命・身体の侵害や延着の損害にかかる運送人の責任については、過失責任である（商法590

条1項、786条1項）。そのなかで、「延着については、一般に、契約で引き受けた債務内容として時刻

表どおりの到着を保証しておらず、合理的な期間内に到達しないという事情があって初めて延着責任

経営研究 第68巻 第3号98



が生じ得るといわれる。この規律は、一般的な債務不履行責任と異なるものではないと理解されて

〔いる〕」（旅客運送分科会資料 1「商法（旅客運送関係）の改正に関する論点の検討」第 2運送人の責

任 1旅客に関する責任（説明）1（1）、4頁）。

172）前掲注 165参照。

173）本稿補遺 2の 2.3.2末尾参照。

174）吉川（衞）（2016）104頁注 15、および対応する本文参照。

175）後に、本稿補遺 2の 2.4で、論拠を示す。

176）吉川（衞）（2014）49頁参照。これは、河口湖遊覧船のりばの切符売り場のことだが、旅客鉄道運送

取引の場合には、いうまでもなく格段に公共性が高い。

177）山本（豊）（1998）91 92頁は、「約款の契約への採用」（同 91頁）につき論じている。

178）本文で論じた筆者の結論の理由付につき、吉川（衞）（2016）125 26頁注 80、81も参照。

179）吉川（衞）（2014）50頁。

180）吉川（衞）（2016）104頁注 16、17、および対応する本文参照。

181）本稿注 83、84、および対応する本文も見られたい。

182）2015年（平成 27年）3月 16日の、JR四国松山駅でのヒアリングに基づく。

183）2015年（平成 27年）3月 16日の、JR九州博多駅でのヒアリングに基づく。

184）地域特性にあわせた旅客鉄道運送契約の事例として、2015 年（平成 27年）3月 15 日現在で、たと

えば JR北海道千歳線 南千歳・新千歳空港間の加算運賃がある。

南千歳駅から新千歳空港駅への乗り越し精算に際し、「高いわねェ」といわれるが、新設の支線だか

ら、つまり、「新千歳空港アクセス開始の設備投資費に係るコストに充てるため、南千歳・新千歳空港

間を乗車される場合は 140円の加算運賃をいただいている」旨を説明すると「あら、そうなの」と納

得していただけるという。

なお、乗り越し精算の仕方は、北海道旅客鉄道株式会社旅客営業規則 249条 2項に基づく。旅客営

業規則は、本社ウェブサイトだけでなく、南千歳駅の出札所に備え置かれてある。

185）改正民法附則 1条柱書参照。

186）この点に関する若手駅員の自主的な取り組みの事例について、前掲注 156参照。

187）山口は、内閣の法制部局の主管参事官であった。本稿注 146、および対応する本文参照。

188）本稿補遺 2の 2.1も参照のこと。

189）本稿補遺 2の 2.3.2参照。

190）吉川（衞）（2016）図 2, 104, 124頁, 同頁注 75, 134, 145頁注 126、および同（2017a）118頁参照。

191）吉川（衞）（2016）132 34頁, および同（2017a）116 17, 118 19頁参照。
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Standard Terms and Contract（Part 2）

Kichie Yoshikawa

Summary

The revised Civil Code（contract law）was promulgated in 2017.

The provisions on standard terms support my argument, which pertains to an

“objective agreement” to bind both parties in a valid contract.

There are many similarities between the provisions on standard terms and

my articles: YOSHIKAWA（2016）,（2017b）,（2017c（1））.

Regarding how to interpret legal articles, there is some similarity between the

provisions on standard terms and §305c BGB.

What are the features of contracts related to passenger transportation in JR?

They are discussed in this paper.
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