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あとがきと謝辞

まえがき

ビジネスにおける法のプラットホームが、民法、とりわけ契約法を中核とする債権法である1）。

1896年（明治29）に制定された民法典（債権関係）につき、120年ぶりの改正が、いまなさ

れようとしている。「〔民法〕制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、〔「判例法理の明文

化等を通じて」2）〕国民一般に分かりやすいものとする」3）ためである。

「民法の一部を改正する法律案」が、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律案」とともに、第189回国会、第190回国会に提出された4）。本稿では、こ

の改正法案の規定を、便宜的に改正民法X条、または単にX条という。たとえば、改正民法

548条の2、または548条の2というごとくである。

ところで、ビジネスでは、契約書が必ず用いられる。そこには通常、契約条項の総体である

約款や定型約款 5）が記載されている。

筆者は、この約款に対し、長年にわたり問題意識をもっており、内部統制に関する著書（吉

川（衞）,2007a）を上梓したのち、本誌においてささやかな論考を3つ（同,2007b 2007d）

発表させていただいた。

本稿は、改正法案等のなかの定型約款に関する規定（法案548条の2から同548条の4まで6）、

および施行整備法案のなかの関連するいくつかの規定 7））を解釈 8）するときの基礎的な視座を
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確認したいと思うものである。確認したいと言うのは、その基本的なアイデアは、既に吉川

（1978a）で論じたものだが、その後の約款に関するいくつかの筆者の論考、なかでも本誌に

掲載していただいた上記のものや、とりわけ、民法改正作業のなかで執筆した同（2014）、同

（2016）を経て、改めて現在、そのように思うものだからである。

改正民法の定型約款の規定において、筆者の客観的合意説が一定の位置を占めていると思わ

れないでもない（吉川（衞）,2014、同,2016）9）。

1 約款による契約

現在は、契約の時代である（内田,1990、同,2000、同,201010））。契約は、企業（事業者）

対消費者の取引（Business-to-Consumer:BtoC）の「多くの場合」のもの、企業対企業の

取引（Business-to-Business:BtoB）の「ごく通常のもの」（中田,1994,1頁）が、継続的

取引 11）である。また、契約の相当数が、約款による契約である。

ところで、CやB、つまり顧客の少なからぬ人々は、約款の存在を知らない。あるいは、知っ

ていたところで、その内容を理解できない。かりに理解できたとしても、納得 12）のできない

約款の条項に、そのまま附き従わざるをえないというのが、実情である13）。

それでは何故、そのようなものであっても、約款による契約をするのか。約款の相当数のも

のが、人々にとって、生活やビジネスに必需だからであり、かつ、そのような契約の仕方によ

り、取引コスト13a）が節約され、合理的だからである。

ここで、少し立ち入ると、そのような約款による契約の仕方であっても いいかえれば

「合意」（内田,2011,173頁参照）がなくても 、契約当事者の計算可能性が保たれている

からである。むしろ、それが高められるからである。

さて、約款には、たとえば、鉄道、バス、航空機などの運送約款、各種の保険約款、銀行取

引約款などがある14）。筆者はこれまで、鉄道の旅客運送約款である旅客営業規則につき、主に

吉川（衞）（2014）で、また保険約款につき、同（1978b）、（1980a）、（1980b）や、（2007c）、

（2007d）などにおいて論じている。銀行取引約款については、特には取り上げていない15）。

しかし、保険取引と銀行取引とは、大数の法則にもとづくリスク引受の取引であって、本質的

には同一なのである（池尾,200116）、吉川（衞）,2002a）17）。

ここでは、まず、日常生活のなかの鉄道による通勤･通学を取り上げてみよう。

ところで、鉄道の自動改札につき、人々は、切符やICカードなど（以下、切符等という）

を使って通過し、通勤･通学する18）。切符等を購入するとき、周りをよくみると「ご案内」が

掲示されてあり、最下段に、その他のお取り扱いにつきましては「旅客営業規則」によります

という文言が記されていることがある。

ほとんどの人は、「ご案内」に目を留めない。目を留めたところで、気にしない。むしろ、

鉄道の利用に際し、契約の内容につき、当事者の個別の意思の確認や取引交渉が求められたら、
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著しい滞留が生じ、取引自体が成り立たないかもしれない。現状において、日常生活は、おお

むね差し支え無く行われている。

しかし、ひるがえって考えてみると、人々は何故、そうしているのか。人々は思っているだ

ろう。まぁ将来トラブったとしても、常識の範囲で、そう悪いようにはならないだろう。何故

なら、その約款準備者と、まわりの不特定多数の者とが、私と同様に、信頼して取引をしてい

る。支払いに価するだけのものは、得られるだろう（鉄道事業法16条参照）19）。

では、何故、そのように信頼しているのか。筆者は、3つのポイントを挙げたい。①会社が、

たとえば、JR各社や阪神電鉄、あるいは小田急電鉄、富士急行のような会社だからである。

また、②そのような会社を監督する行政機関 20）が存在するからである。さらに、③そのよう

な会社が用いる約款や定型約款につき、裁判所が公平に裁判するだろう（内田,2011,17980

頁参照）からである（吉川（衞）,2014,5659頁）。

このような3つのポイントがあるからこそ、人々は、旅客営業規則の内容を知らなくとも約

款による契約を行っているのである。しかし、それでは、問題含みでないか。「不意打ち条項

や不当条項が紛れ込んでいるかもしれないという問題含み」（吉川（衞）,2014,5頁）であろ

う。 詳しくは、本稿第7節をみられたい。

以上の問題は、どのように議論をして、如何に解決されるべきか。どのように議論をすべき

かについて、さらに本稿で論じよう。そうして、如何に解決されるべきかについては、吉川

（衞）（2014）や同（2016）をご参照ありたい。

2 企業観の変化

社会において、企業の見方が変わった。企業は経済活動を行うだけでなく、環境や社会の問

題を解決し、かつ成果等につき利害関係をもつ人々（ステークホルダー）に説明する責任があ

る21）。むろん、顧客は、ステークホルダーの一員である22）。

そうであるならば、BtoCやBtoBに用いられる約款の研究は、1つには社会の変化との

関連においてなされるべきであろう。広瀬（1978）は、免責約款の基礎的考察において、「将

来は、免責約款の規制と国家全体の産業・経済政策との関係が検討されざるを得なくなるであ

ろう23）」と論じていた。

企業観の変化は、1970年代を転機 24）としてだというのが、従来の議論を総括したと評価さ

れているPaine（2003）の見解である。吉川（衞）（2007a）も、そのように考えている。

さて、1970年代は、約款との関連において、どのような時代であったのか。「1970年代以降

の 約款をめぐる議論の世界的進展には、質・量ともに目覚ましいものがあ〔る〕」（広瀬,

1985（上）,95頁 25））という26）27）。

わが国でも、たとえば、保険契約に対する国家規制をめぐる議論が1975年（昭和 50）保険

審議会答申以降、よくなされるようになった。この議論は、いわゆる消費者保護といった観点
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から主として行われているように、筆者には思われた。しかし、消費者保護という観点だけで

は、事柄の一面しか把握できないのではないか28）29）。

保険契約に対する国家規制の問題を十全に解明するには、なによりもまず、保険契約に対し

て国家規制を行っている保険監督制度またしたがって保険監督法 30）につき、分析しなければ

ならない。次いで、保険契約のありようを考察しなければならないと、筆者は考える。

保険監督制度は、たんに保険契約者の保護 保険者と比較してbargainingpower（交

渉力 31））の劣弱な保険契約者（家計保険契約者）の保護 だけのために存在しているので

はない。

この制度は本質的には、保険制度の構造 32）や社会的総資本 33）の要請にもとづく。すなわち、

保険監督制度とは、保険制度を保険資本と捉えた場合に、それが保険商品を生産するにあたっ

て不生産的資本であるという保険制度の構造にもとづく。また、個別諸資本の利害を超越して

資本主義を国家において総括する国民経済的観点から、資本主義の維持・安定・存続をもとめ

る社会的総資本の要請にもとづく。このような要請をうけて、保険監督制度とは、保険監督官

庁（大蔵大臣〔当時。現在、内閣総理大臣〕）34）が、保険制度を機能させ、その保険制度にお

いて国家政策の一環としての保険政策を貫徹するためのものだと、筆者には思われる（星野ほ

か,1992,（内田筆、発言）参照 35））36）。そうして、かかる保険監督制度の法的基礎が、保険監

督法である。

ここに、保険監督制度またしたがって保険監督法の存在理由がある。

3 現 代

現代は、金融資本の支配する段階のなかで「混合経済」体制といわれる時代である。この体
・・

制のもとでは、国家は、その固有の活動として、管理通貨制度にもとづく、財政と金融が融合

し一体化したところのFiscalPolicy（以下、フィスカルポリシーという）を展開する。これ

は、景気調整・恐慌予防のための統一的かつ目的意識的な政策体系の展開である37）38）。ここに、

資金形成機能をもつところの保険制度は、かかる事態の一翼を担い、保険政策は、政策として

の質が従来のものとは異なる、フィスカルポリシーの一環に組み込まれることになったとみら

れる39）。

保険に関する歴史を見ると、19世紀末から20世紀初頭にかけて世界的に、保険契約法や保

険業法が制定され、専門的監督機関が設置された。保険事業が、産業政策としての国家政策の

対象となった。これが、第1の転機であった40）。

日本の保険契約法は、1899年（明治32）に商法第3編商行為第10章保険（陸上保険）、第

4編海商第6章保険（海上保険）として制定された。保険業法は、1900年（同33）に制定さ

れた。専門的監督機関は、1898年（同31）に中央政府の農商務省商工局 40a）であり、同時に

地方長官が補助機関として位置づけられた41）。
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次いで、現代は、第2の転換期である42）。現代の体制が成立したのは、1929年に始まった

世界大恐慌以降の1930年代からだといわれる。その頃、各国で保険監督法の大改正が相次い

だ43）。日本でも、1939年（昭和14）に大きく改正された〔旧〕保険業法が公布された。

これらの大改正によって、たとえばドイツで、「〔従来の〕保険監督法の体系を破壊する」（J.

Schmidt-Salzer44））とまでいわれた諸規定が設けられた。ドイツ保険監督法81条a等 45）で

あり、これをモデルとした〔旧〕日本保険業法10条2項、3項 46）である。当該諸規定の設定

にともない、他の既存の諸規定もその機能を変え47）、保険監督法は現代の体制にふさわしい

ものへと再編された。監督官庁は、1941年（昭和16）に、商工省から大蔵省となった。

要するに、現代国家の固有の活動であるフィスカルポリシー展開のために、すなわちその一

環としての保険政策の展開のために、保険業法の諸規定や専門的監督機関が用意されることに

なったのである。

4 業法の諸規定と契約法の変容の一斑

保険業法の当該の諸規定とは、どのようなものか。たとえば、〔旧〕保険業法1条、10条1

項、2項、3項が用意された。

すなわち、第1に、業法1条、10条1項の諸規定は、主務大臣が保険事業（保険業 48））ま

たしたがって保険契約につき、その時点のフィスカルポリシーに適合させるためのものだとみ

られる。この適合は、普通保険約款が、企業の保険事業の免許取得に際し、その申請添付書類

の1つとして主務大臣の審査対象となり、また事業開始の後も、その変更には認可 49）が必要

であることによってなされる50）。申請事項が、当該のフィスカルポリシーに適合していれば免

許・認可され、そうでなければ免許・認可されないとみられる51）。

第2に、「主務大臣の伝家の宝刀 52）」といわれた業法10条2項、3項の諸規定がある。これ

らは、国家が、保険契約に対して個別的・直接的に介入するための諸規定である。主務大臣は、

「業務ノ状況〔等･･････〕ニ依リ」「保険契約者〔等･･････〕ノ利益ヲ保護スル為」必要な場合

には、契約条項の変更 53）を命令し、また、変更の効力につき、既存の契約（既契約）に対し

ても及ぼすことができる。

ところで、第1の諸規定と第2の諸規定とは、その機能する局面が異なるとはいえ、密接に

関連している。第1の諸規定における免許・認可は、この違反に対する制裁の諸規定とともに、

第2の諸規定における変更命令がひかえているからこそ、実効性を獲得できるからである54）。

さて、さらに、1971年のドル・ショック、73年のオイル・ショック以降のこんにちは、
・・・・

1930年代以来の大転換の時代に当たり（本稿第2節参照）、保険に関する歴史に即していえば、

その歴史において第3の転換期だと捉えられる55）。

第3の転換期において、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、AIDA（Association

InternationaledeDroitdesAssurances）により世界の27か国の保険法を記述する試みがな
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され（Fontaine,1990;1992）、日本から筆者が参加した（Yoshikawa,1992）56）。

日本において、1995年（平成7）に改正保険業法が成立した57）。また、2008年（同20）に

保険法（陸上保険）が、商法から独立し単行法となった58）。大蔵省に関し、1998年（同10）

に金融監督庁が設置され、これが2000年（同12）に金融庁として改組され、2001年（同13）

に、大蔵省が財務省に改編改称された59）。保険事業の監督官庁は、金融庁（内閣総理大臣）で

ある。

ところで、1995年保険業法においては、旧業法10条3項の規定は廃止された。しかしなが

ら、1997年（同9）の金融恐慌のなかで相次いだ、長期契約を有する生命保険会社や損害保険

会社の現実の経営破綻 60）をうけて、再び、2003年（同15）の改正により、筆者の見るところ
・・・

では、旧業法10条3項と同じ趣旨の規定が、保険業法10章1節「契約条件の変更」（240条

の2から240条の13まで）として、手続法的に再整備されたうえでよみがえった61）。世界的

な金融危機であるリーマン・ショック（2008年）の後、いまもある。

そこにおいて、見ることができるのは、約款 62）の変更につき、「名目上は不利益があるかの

ように見えるけれども、制度全体としてはそうやって運用するほうがはるかに個々の顧客にとっ

てメリットがあるということはある」（第2分科会5回（H24.9.4）43頁における内田委員発

言）との理解の仕方、または考え方である。

この考え方は、改正民法548条の4第1項1号 63）に結びつく。

5 私的モメントと公的モメント

「約款による契約」と「現代における約款による契約」

さて、現代においては、保険者と保険契約者が契約条項 64）に則して契約を締結したとして

も、その契約の内容は、主務大臣の行政処分 65）によって、形成し直されることが可能となっ

ている。このことは、たとえ具体的に行政処分がなされなくても、可能性としては恒常的に存

在している66）。

保険契約が、そのような可能性を恒常的に包含することによって、国家政策は保険契約にお

いて貫徹され、政策の具体化がなされるとみられる。そうであるならば、「現代における約款

による契約」は、それまでの「約款による契約」とは、質的に異なるとみざるをえない。これ

は、どう言うことか。

「約款による契約」は、私的モメントからなる。この私的モメントの具体的中身はいうまで

もなく、契約当事者の意思が法的関係に転化したものであり、これは、契約当事者の意思の

「合致」 にもとづく。

それに対して、1939年改正の旧保険業法から2003年改正業法の現在も、「現代における約

款による契約」は、私的モメントと公的モメントからなる。ここに、公的モメントの具体的中

身は、国家の政策が実現されたものである。そうして、このことは、主務大臣の事業免許や変
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更認可にもとづく。

要するに、「約款による契約」は、私的モメントからなる。これに対して、「現代における約

款による契約」は、私的モメントと公的モメントからなるものである。

6 法の動態

現代における保険契約のありよう、すなわち、「現代における約款による契約」の理論認識

につき、現実の法の動態において検証してみよう。〔旧〕業法10条3項の規定に関する判例が

ある。それは、主務大臣が、自ら必要と認めてなした保険料増額の行政処分について、保険会

社に告知すれば、それぞれの保険契約者に対して告知しなくとも、既契約につき、その変更の

効力を及ぼしうるというものであり、また、同規定は憲法29条との関係において合憲である、

と判示した最高裁大法廷判決昭和34年7月8日民集13巻911頁 67）である。この判例は、筆

者のいう「現代における約款による契約」のありようを端的に示すものである。

何故かといえば、同判決は、主務大臣が、行政処分によって保険契約に直接介入し、契約内

容を形成し直す、ということを肯定した判決だからである。

これに対し、〔旧〕業法10条3項設定以前の、大審院判決民事2部大正6年12月13日民録

23輯2103頁がある。すなわち、保険者がたとえ主務大臣の認可を得て、改正約款を既契約に

及ぼす意思をもっていたとしても、保険契約者の同意がないかぎり、改正約款の効力は、既契

約に及ぶものではない、とした判決である。これは、筆者のいう「約款による契約」のありよ

うを端的に示すものである。

それは何故かといえば、同判決は、たとえ主務大臣の行政行為 68）があったとしても、契約

当事者の意思の合致がないかぎり、契約内容を形成し直すことはできない、とした判決だから

である。「約款による契約」は、私的モメントのみから成立していたのである69）。

さらに、日本と同じ監督方式を採る国等 70）のなかで、アメリカ、ドイツ、そうして日本の

裁判例を分析し総括して言いうることの1つなのだが、保険監督法の前述した大改正以降、事

業免許や変更認可を欠缺する契約につき、私法上「無効」とする裁判例を見出すことができる。

アメリカにおいて71）、たとえば、J.T.LinkensandV.Linkensv.H.Furmannv.Lake

ShoreMut.Ins.Co.,52Ill.App.2d1（1964）;TheAmericanMut.FireIns.Co.v.L.D.

IllingworthandD.Illingworth,E.J.FerrentinoandE.Ferrentino,213So.2d747（1968）;

TravelersIns.Co.etal.v.ChicagoBridge&IronCo.etal.,442S.W.2d888（1969）など

がある72）。また、ドイツにおいて、RGv.1.6.1937:RGZBd.155,S.138等がある73）。さら

に、日本において、東京高裁判決昭和41年4月18日下民17巻301頁がある74）。なお、本件

上告審の判断である最高裁1小判決昭和45年12月24日民集24巻2187頁につき、家計保険

については無効と解すべきだという有力な見解がある75）。

以上を要するに、特定の取引類型に関する「現代における約款による契約」には、私的モメ
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ントと公的モメントが存在する、と筆者は理解するものである。

ここに、特定の取引類型とは、公共サービス等の取引類型である76）。すなわち、銀行 77）・保

険業や、publicutilitiesの1つである運送業などの広義の公企業（吉川（衞）,1973,（1）2頁 78）、

同,1978b,（1）11頁）の取引類型である。

7 第一義的に契約当事者の意思

最後に論じたい、根本問題がある。業法で認められた約款は、民事紛争で効力が否定される

ことがあるのか。あり得ると、筆者は考えるものである。しかし、それは、何故だろうか。

まず、部会での審議をみよう。能見委員 79）は、部会85回（H26.3.4）において自己の実際

の経験に即しながら、次のように発言した。すなわち、「保険約款なんかで、約款は確かに提

示はされているんですが、その中の条項で本当にこんな規定があり得るのかというほど、何か

予想外の規定というのがあったことがあ〔る〕」（44頁）という80）。

能見委員の発言の趣旨は、業法で認められた約款であっても、合理的には予測不可能な事項

に関する条項を有するものがあるが、その効力は如何ということである81）。当該の条項が、合

理的には予測不可能な事項に関する条項であり、合意をしなかったものとみなされるか否かは、

改正民法548条の2第2項 82）に照らして判断される。

ひるがえって考えてみると、ここで取り上げている事態は、「現代における約款による契約」

につき、公的モメントはあるが、その効力が私的モメントによって否定されることがあるとい

うことである。

しかし、さらに問うて、それは何故か。理由が、2つある。

第1の理由は、約款による取引も、第一義的には、当事者間の契約だからである。すなわち、

約款による取引は、第一義的に、約款準備者と個々の相手方との契約だからである。それゆえ、
・・・

契約当事者の意思が優越する。

ただ、約款による取引は、1対不特定多数の取引である。約款準備者の、その個々の相手方

は、主観的意思を有する個々であるとともに、筆者のいう客観的意思をもち客観的合意を行う

集団の一員であることに、約款による契約の著しい特徴がある。

そのような、約款による契約における、類型づけられた集団的意思のあり方を明らかにする

ことが、約款論の課題である。そうして、筆者は、その課題の解決につき、約款のみなし合意

と、このコロラリーである、約款の内容的限界づけ 83）という法律の解釈技術ないし法律構成

をもって行おうとするものである。

この点については、別稿（吉川（衞）,1978b,同1980a,bや、同2014、同,2016）をご参照

ありたい。

さて、第2の理由は、たとえば認可とは、そもそもそういうものなのである。講学上の認可

は、行政法学上、形成的行政行為だが補充的性格を有する84）にとどまるものなのである。す
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なわち、認可は行為の有効要件 85）だが、法的関係の形成はあくまでも契約当事者の行為にあ

るわけなのである86）。

あとがきと謝辞

民法を改正するときの重要な名宛人は、法律家やビジネスパーソンである。民法は、中堅企

業や中小企業勤務のビジネスパーソンにも、分かり易いものでなければならないという意見が

ある87）。

ところで、ビジネスを行うときの意識の実態について、ある国際比較の調査がある。「法律

家とビジネスマンのビヘイビアをくらべたかった･･････各国で均質的なかたちのビジネスマン

集団や法律家集団をあげるのはむずかしい。そこで、･･････かわりにロースクールの学生、ビ

ジネススクールの学生、あるいは法学部の学生と経営・商学部の学生を被験者とした比較調査

をした･･････ほとんどの国で法学部生よりは経営・商学部生のほうが契約を守るんですよね。

日本とかドイツになるとごていねいに、法学部にきて法律科目をたくさんとればとるほど契約

を守らなくなる。そういう結論がでています」（加藤（雅）ほか,2008a,204頁（加藤（雅）発

言））という。

経営・商学や法学の関係者の皆さまに、本稿を機縁として、約款や定型約款に対する関心を

いっそうもっていただければ、幸いである。

本誌本号は、青山和司教授の退任記念号である。教授には、研究室隣組としてお世話になり、

また教授は、大学評議員として、当時大学院経営学研究科長・商学部長であった筆者を支えて

くださった。記して、改めて御礼を申し上げます。

大阪市立大学で、当時同僚の加藤司教授（現在、大阪商業大学教授）とは、bargaining

power等につき、議論を重ね、ご教示をいただいた。本稿については、その全体につき、ご

意見をいただいた。末筆ながら、記して、改めて謝意を表します。

なお、部会資料や学説などにおいて、bargainingpowerは、交渉力が定訳ないしこれに近

い。本稿は、それに従う。

注

1）太田（2012）は、当該の債権法が、市場取引の「法的メカニズムそのものを提供し、会社法その他の

市場のさまざまな法的インフラを載せる一番ベースにあるプラットホームである」（13頁）という。

また、国際物品売買取引における法のプラットホームは、CISG（国際物品売買契約に関する国際連

合条約。ウィーン売買条約）である。日本は、2008年に加入し、同条約は、平成20年条約第8号とし

て公布された。唯一の公式な注釈ウィーン売買条約最終草案（吉川（樹）訳/曽野補訳,2015）がある。

本稿における略記の仕方等について。たとえば、岡田委員98回14頁は、法制審議会民法（債権関係）

部会第98回（H27.1.20）議事録14頁における岡田委員（岡田ヒロミ消費生活専門相談員）発言の略記

である。議事録は、法制審議会民法部会（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html、

2016/10/28）の議事録（PDF版）による。肩書は、必要に応じて、部会発言や、参考文献の執筆等の
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当時のものを記す。また、部会資料８６－２とは、上記部会における資料番号の略記である。以下、本

稿において同じ。

2）筒井ほか（2015）19頁。

3）法務大臣の法制審議会に対する諮問第88号（平成21年10月28日総会）。

民法改正法案提出の理由は、「社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関す

る規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の

整備、定型約款に関する規定の新設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」

（http://www.moj.go.jp/content/001142183.pdf、2016/11/28）

4）第189回国会 議案番号63・64、第190回国会 議案番号37である。審議経過情報につき、次を参照。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBF9B6.htm、最終閲覧2017/

01/28現在、衆議院審議結果は、閉会中審査である。

5）約款と定型約款の区別と関連についてのイメージにつき、吉川（衞）,2016,図1、2参照。

6）改正民法において、定型約款に関する規定は、以下である。

（定型約款の合意）

第548条の2 定型取引（ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容

の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。）を行うこ

との合意（次条において「定型取引合意」という。）をした者は、次に掲げる場合には、定型約款

（定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体

をいう。以下同じ。）の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意 をしたとき。

二 定型約款を準備した者（以下「定型約款準備者」という。）があらかじめその定型約款を契約の

内容とする旨を相手方に表示していたとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重す

る条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項

に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をし

なかったものとみなす。

（定型約款の内容の表示）

第548条の3 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引

合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の

内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書

面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しな

い。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

（定型約款の変更）

第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、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し、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容

を変更することができる。

一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、

この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更

に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
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2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、か

つ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの

利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定に

よる周知をしなければ、その効力を生じない。

4 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

7）改正法案548条の2第1項2号の「表示していた」を、個別法において「表示し、又は公表していた」

に読み替える規定が、施行整備法案118条、303条、304条、309条、310条、320条、325条にある。

これらは、大きく2つのグループからなる。1つは、施行整備法案第5章「総務省関係」である。電

気通信事業法167条の2がある。電気通信契約は、消費者センターにおいていま最もトラブルになって

いる契約であるが、消費者契約法も特商法も適用がなく、よりどころがない状況であるという（岡田委

員98回（H27.1.20）14頁。また、村松幹事22-23頁参照）。総務省による、電気通信サービスに関する

「勧誘や契約時の説明等に関するQ＆A」がある。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin

/d_faq/faq02.html、2015/06/05

しかし、施行整備法案第5章には、部会資料８６－２（要綱案の原案（その2）補充説明）第28の2

（説明）2、3頁において掲げられていた郵便事業に関する規定は見当たらない。

いま1つのグループは、施行整備法案第11章「国土交通省関係」である。鉄道営業法18条ノ2のほ

かに、軌道法27条の2、海上運送法32条の2、道路運送法87条、航空法134条の3、および道路整備

特別措置法55条の2である。これらグループのイメージとして、吉川（衞）,2016,図2参照。

さて、たとえば、第 1のグループの電気通信事業法（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/

S59HO086.html、2016/10/28）には、次の規定がある。基礎的電気通信役務の料金その他の提供条件

を定める契約約款につき、事業開始時やその変更時における総務大臣への届け出や、それらのときの同

大臣の変更命令（19条1項、2項）がある。また、指定電気通信役務の保障契約約款につき、同様の規

定（20条1項、3項）がある。さらに、特定通信役務の料金に関しては、その変更について、同大臣の

認可や変更命令がある（21条2項）。

保険事業に関しては、本稿注50を見られたい。

8）定型約款に関する規定それ自体の解釈については、吉川（衞）（2016）をご参照ありたい。

9）筆者の客観的合意説とは、類型づけられた、約款が向けられた顧客圈における取引当事者の集団的意

思のあり方を論ずるものである（吉川（衞）,2014,86（105）頁、同,2016,第2節22、23、第4節

参照）。

この点につき、沖野眞已（幹事 東京大学教授）は、改正民法の規定につき、先ず、「契約説に依拠し

つつも、･･････後者の観点〔「一対多」という約款による取引が持つ特性（内容の画一性・大量取引性）

を見据えた規律を置くという観点〕を打ち出すもの」（同,2015,535頁）と捉えて、同頁注13で吉川

（衞）（2014）45（18786）頁を引用する。

10）内田貴（委員 法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与）の著作に、筆者は、従来から強い関心

をもってきた。内田（1990）につき、吉川（衞）（1992）98頁注4参照。内田（2010）に所収される同

（2008）に関して、池田（2008）と原田（2008）がある。

池田（2008）は、制度的契約論が、正当化根拠としてサービスの性質を挙げ、それが外部性をもつか

ら制度的契約だというのは、トートロジーだと批判した（10507頁）。

これに対し、内田は、「まさにトートロジーで、そのような外部性を持つような集団性を持った形で、

ある種のサービスなり財が提供されると、制度的契約としての特質が出てくる、そういう関係にある」
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（「討論.制度的契約論の構想」北大法学論集59巻1号154頁）と回答した。

原田（2008）は、民営化をめぐる制度的契約論に関して、公法・私法に通底する契約内在的な規範を

示したものであり（116頁）、法関係の内容形成につき、個人の意思の自律（120 01頁）を従来とは異

なり不可欠の前提としない理論（123、128頁）とまず捉え、2つのことを導く。1つは、制度的契約に

おける「法関係の内容形成〔は〕……『合意』すなわち法関係を生じさせることを双方が承諾すること」

（123頁）だという把握である（典拠として、内田,2006,（4）93頁〔同,2010,63頁〕を引用）。

いま1つは、法関係の内容形成における個人の意思の自律をカウンターパートとした行政法学のアイ

デンティティ構築の困難さの指摘である（116、123頁。原田,2013,22頁も参照）。しかし、これは、

民営化につき、「規制のための法技術」の蓄積が行政法学の1つの使命だとして、その克服を主張する

（124、128頁。なお、118頁）。

原田大樹による制度的契約論の把握は、同理論と改正民法における定型約款の規定とが、高い親和性

をもつことを見事に示すと、筆者は考える。それは、何故か。

定型約款による契約には、takeitorleaveitという「特色」（部会資料８３－２第28の1（説明）（2）、

38頁）と、そうすれば、相手方は契約の内容を具体的に認識しなくても定型約款の個別の条項について

合意をしたものとみなされるという「特殊性」（同2（説明）40頁）があるからである。

つまり、そこには、takeitorleaveitによる合意はあるが、しかし、そこでは、取引交渉はなく、

取引交渉によらない、したがって相手方は契約の内容を具体的には認識しない合意である。このような

形での「定型取引合意」（民法548条の2第1項柱書）だからである。そのような合意は、筆者の見解

では、「客観的合意」（吉川（衞）,2014,8688頁）である。

改正民法の定型約款に関する、そのような規定は、星野英一の要望、すなわち、「立法についてはや

はり、社会を考えて、社会の要求を受けとめ、そこから出発してこういう社会を作りたいということを

考えたうえで、新しい概念や、体系をつくらねばならないと考えていただきたい」（瀬川ほか,2009,57

頁（星野発言））に沿うものである。

11）中田裕康（委員 東京大学教授）が唱える継続的取引論（中田,1994、同,2000、加藤（雅）ほか，

2005、同，2008）の問題意識は、「伝統的な近代的契約法を前提」（中田,2000,10頁）とするものであ

る。

この点、継続的取引のなかで、定型約款による取引については、筆者は、中田と理解を異にする（な

お、内田,2000,90 91頁参照）。改正民法548条の2から548条の4まで、すなわち定型約款に関する

規定については、1対不特定多数と捉える視点から論ずるべきだと考える（吉川（衞）,2014、同,2016）。

12）納得という言葉につき、筆者は、吉川（衞）（1978b）（1）7頁で使用している。内田の下記の主張の

一助になれば幸いである。

内田の、当事者の意思よりも社会的な関係に注目する関係的契約論では、信義則の柔軟な活用による

紛争解決において、広い意味での取引共同体の一員である相手方との関係における「『納得』の合理性」

（「共同体の道徳的直感」、「共同体の･･････共感」）がキーコンセプトだという（同,2000,153 54、158

頁。初出、星野ほか,1992,5960頁（内田筆））。

13）約款の変更に関して、実例を挙げてみよう。たとえば、鉄道の運送約款につき、部会第2分科会5回

（H24.9.4）において、松岡分科会長（松岡久和京都大学教授）から、「エクスプレス予約のポイントが

知らない間に交換率が下がってしまった。非常に腹立たしく思いました。あれは確かに恩恵として与え

られていた内容が変わるということになるのでしょうが、不利益といえばかなり大きな実質的不利益に

なります」（3940頁）と発言があった。

13a）取引コストにつき、吉川（衞）,2016,エピローグ参照。
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14）部会資料１１－１第5の1、10頁参照。受託契約準則について、吉川（衞）（1989）参照。

15）2016年現在、「銀行取引については、約款内容に対する業法規制は存在しない」（浅田,2016,（その1）

32頁）。金融庁による行政指導や業界団体の自主規制はあるが、「約款自体の開示が義務化されているわ

けではない」（同33頁）。

その銀行取引約款に対する竹内昭夫の見解について、本稿注28参照。

16）池尾和人教授とは、199394年頃、ある省庁の研究会において参加メンバーとして同席し議論を交わ

した。幸いなことに、筆者は、本文の認識を得るに至った。記して、改めて謝意を表します。

17）大数の法則と保険プール（insurancepool.保険団体）に関して、吉川（衞）（2007d）がある。保険

は、ケネス・J.アローのいう条件つき財であり、このような保険の取引を大数の法則の作動を通じて実

現するシステムが、保険プールである（吉川（衞）,2001b,40頁、同,2002a,205208、216頁）。

保険のメカニズムに関するArrow（1965）では、①ある機構へのリスク移転と、②そこの保険プール

におけるリスクの集積が論じられている。しかし、当該論文では、吉川（衞）（2002a）の言う「リスク

の移転は、同時に保険プールを通じてリスクの分散となる」（206頁）ことが論じられていない。その理

由の1つには、アロー同論文の主題が、保険を含むリスク移転市場の失敗の理由とコインシュアランス

によるその克服を論ずることだからだ、と筆者には思われる。

コインシュアランスについては、ワーキングペーパーであるが、吉川（2000）がある。なお、コイン

シュアランスは、日本の国民健康保険制度にはないが、たとえば、中国には、定額控除後定率控除制が

ある（王,2001）。このことにつき、さらに、東アジア型<基本保障制度>と競争準市場の形成を論ずる

吉川（衞）（2002b）88頁も見られたい。

筆者は、大阪市国民健康保険運営協議会公益委員を1997年8月から2008年8月まで務めた。その折

り、社会保障（社会保険）における理念の転換と制度改革の方向という文脈のなかで（吉川（衞）,2002b,

8086頁）、先ずは、国保へのコインシュアランスの導入（要するに、風邪等が軽症のときは国保を適

用すべきでない）という主張を試みたことがある。予想どおり、保険医又は保険薬剤師を代表する委員

の猛烈な反論があった。

18）部会資料７５B第3の1（説明）3（3）、10頁参照。

19）部会資料においても、たとえば「対価関係の均衡」（部会資料７７Ｂ第3の1（説明）2、14頁）とい

う言葉が見える。

20）原田（2013）30頁。

21）吉川（衞）（2007a）78頁、吉川ほか（2010）8、1426頁参照。

22）吉川（衞）（2007a）図12参照。

23）広瀬（1978）187頁。

24）たとえば、社会学においても同様の認識がある。浅野智彦 は、『書斎の窓』に掲載の書評で、次のよ

うにいう。すなわち、「近代が1970年代以降に新しい段階に入ったという認識は多くの社会学者に共有

されている。近代化において先行した諸社会は、この転換に十分な時間をかけて対応してきた。他方、

近代化の最後発群はむしろこの新しい段階をはじめから所与として『近代化』を果たした（圧縮近代）。

だが両者の中間に属する日本社会は、その圧倒的な『成功』ゆえに転換のための十分な時間を持てなかっ

た（半圧縮近代）」（http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1511/10.html、2016/04/

15）。

25）広瀬久和は、本文の文脈において、「諸外国の近時のこうした動向を検討されつつ自らの約款論を構

築された、吉川吉衛助教授（特に、吉川（衞）,1978b、及び同,1980aなど）及び山下友信助教授（山下

（友）,1979）の業績は、学界に大きく貢献するものである。」（同,1985,（上）97頁注1）と評価した。
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山下（友）は、山下委員（山下友信 東京大学教授）である。

26）北川ほか（1983）、広瀬（1983）、星野ほか（1992）32、66頁（広瀬報告）参照

27）2016年現在で、最近の立法例につき、法務省民事局参事官室（参与室）編（2014）を記すに留める。

28）1975年（昭和50）保険審議会答申をめぐる議論のなかに、注目すべき意見がある。岩崎（1976）2頁

は、「明治33年以来のわが国の保険監督は、保険政策ではなくて、保険資金政策であり、･･････昭和50
・・

年の保険審議会の答申が画期的といわれるのは、保険契約者にとって保険政策がどうあるべきか、また

保険会社はどうあるべきか、を述べていること、いゝかえれば、わが国ではじめての、私保険における

保険政策的答申である、という点である」（傍点、ママ）という。

また、当時の大蔵省銀行局保険部保険第一課長は、浅谷ほか（1975）（上）5頁において、「多くの問題

をかかえている･･････業界を現状のままで･･････放置するならば、行政も業界といっしょに共倒れにな

るという危機感」のもとで、同10頁では、「歴史的にみれば昭和四十年代は行政は実はそのようなこと

〔行政はミニマムな作用だけ果たしていればいい〕であったのではないかと思う。その結果どのような形

になってきている〔か〕が問われて答申になっていることを考えざるを得ない。/だから私どもは、行

政は極端にいえば、認可申請のあったものをいいか悪いかということではなく、むしろこうするべきだ
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

と新しいことを積極的に進める方向で行政指導が出てこざるを得ない」（傍点、引用者）と発言している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・

なお、国の行政機関における認可実務とそのあり方につき、興味深い発言がある。竹内昭夫は、シン

ポジウム「約款 法と現実」のなかで、「金融関係諸業務のなかで、保険約款と証券取引約款は、そ

れぞれ行政的な認可の対象･･････銀行取引約款は認可の対象になっていないのは、バランスを失してい

る･･････そこで先般、金融制度調査会において銀行取引約款を認可制とするなど、行政的規制の対象と

する必要はないか〔と発言した〕･･････後で大蔵省の人が、個人的にではありますが、あの御意見はか

なわぬ、何とかかんべんしていただきたいと言う･･････同じ銀行局の中で保険部の人達が約款認可のた

めにどんなにつらい思いをしてきりきり舞いをしておるか、それを何時も見ている、だから銀行担当者

もあれをやれと言われたのではかないませんというのが、その理由･･････/山下〔友信〕さんから、ド

イツでは認可制には不当な約款の正当化機能があるということが言われているというご紹介･･････〔し

かし〕約款の認可制はだめなんだと言うわけにはまいるまい」（星野ほか,1982,11516頁）という。

銀行取引に関する2016年現在の状況については、本稿注15参照。

29）同旨、内田（2011）17576頁。

30）保険監督法とは、講学上、保険事業の監督制度に関する法をいう。具体的には、保険業法を中心とす

る諸法である。なお、1995年（平成7）の新保険業法においては、保険事業は保険業とされた（3条）。

「保険業（保険事業）に対する政府規制」について、吉川（衞）（2007d）第4節 4.2は、詳細に論じて

いる。

31）改正民法において、bargainingpower（交渉力）の優劣ないし強弱の問題と、改正民法にいう定型

約款の定義ないし適用の問題とは、本質的には、関係がない。それは、何故か。

定型約款による契約は、BtoCであれBtoBであれ、そもそも交渉がないtakeitorleaveitだと

いうのが、当該の契約の「特色」（部会資料８３―１第28の1（説明）（2）、38頁）だからである（本

稿注35も参照）。それが、当事者「双方にとって合理的」（548条の2第1項柱書）だと、改正民法はい

うのである。

32）吉川（衞）（1978a）217頁注3参照。なお、保険の法学的把握につき、吉川（衞）（2007d）第2章 2.3

参照。

33）吉川（衞）（1978a）217頁注4参照。

34）吉川（衞）（1978a）217頁注5、同（1992）6972頁参照。
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35）内田は、「約款規制の根拠ないし基礎づけ」（星野ほか,1992,65頁（星野発言））につき、「現代契約

法を正当化するものは、単なる消費者保護等の『政策』ではなく、法的判断構造をも射程に入れた法＝

社会規範であり、古典的契約法モデルに対する以上のような変化〔規範形態の変化、訴訟構造の変化、

契約法理論の枠組の変化、非私法的規制の拡大〔品質規制・許認可等の業法規制〕〕を正当化しうる

『思想』でなければならない」（同1718頁（内田筆））と論じ、「契約への介入が私法的介入にとどまら

ず、品質規制・許認可等の業法規制がますますその重要性を増している･･････明瞭な要件を備えたルー
・・・ ・・・・

ルによって特定の政策目標達成の手段としてなされます（「法の実質化」はこのような現象も含む概念
・・・・・・・・・・・・

です）。ここに見られるのは、私法と公法の融合であり市民社会への国家の介入の増大です」（同53頁

（内田発言）。傍点、引用者）と言う。

そうして、「約款規制に関しては、市場的規制になじむ市場型取引と、そうではない生活世界型取引

が存在している･･････後者には、･･････契約締結時の合意により契約内容が確定されるというモデルそ

のものが妥当しない」（同62頁（同発言））と主張する。

ところで、部会96回（H26.8.26）で審議された部会資料では、BtoCやBtoBも含めて 筆者

は部会審議の文脈のなかでそのように読むが 、定型約款による取引には、takeitorleaveitとい

う「特色」（部会資料８３－２（民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案（案）補充説明）第28の1

（説明）（2）、38頁）があるという。

36）吉川（衞）（1973）（1）6、5253、59頁。

37）吉川（衞）（1977）12031頁、同（1978a）214頁参照。

38）安倍晋三は、2012年（同24）12月に、第2次安倍政権を発足させ、三本の矢、すなわち大胆な金融

政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を政策の柱としている。そして、長期に政権を

担っている。

2016/04/15現在、財務大臣麻生太郎は、内閣府特命担当大臣（金融）を兼務している。

金融危機対応会議の議長は、内閣総理大臣であるが、議長に事故があるときは、内閣府特命担当大臣

（金融）が、その職務を代理する。

39）具体例をもって、論証しよう。本稿注 28で引用の、当時の大蔵省銀行局保険部保険第一課長による

発言を踏まえて、次のように言うことができる。すなわち、1975年（昭和 50）保険審議会答申の前後

から疾病保険の噴出という現象が見られた。これがいかに、60年代後半からのフィスカルポリシーの展

開と、その修正に関連をもつか、説明してみよう。

60年代後半から開放経済体制が採られ、国際競争力強化が唱えられ、保険会社なかんずく生命保険会

社の金融機関的地位の向上が意図された。しかし、新種保険の開発は難しく、とくに疾病保険といわれ

る保険種目は、認可がなされなかった。それは何故かといえば、当時他方では、福祉行政ということが

強調されており、疾病保険の認可は、とりも直さず実は社会保障が貧困であることを、国家自らが認め

ることであったからである。

しかしながら、71年のドル・ショック、73年のオイル・ショック以降、とりわけ73年以降、財政需

要は膨張するのに財源は深刻となり、財政硬直化がいわれ、その解決の一方法として福祉見直しが唱え

られるに至った。そうして、顧客は積極的に疾病保険特約付きの生命保険契約を締結した。その限りで、

国家の財政負担は緩和されることになろう。

ところで、このように保険需要が旺盛になることは、他面で、保険会社のもとに通貨が大量に累積・

沈澱することを意味する。これは、すなわち、生命保険会社の金融機関的地位の向上である。それはま

た、この側面でも、フィスカルポリシーの一環としての保険政策にとって有用だ、ということである。

損害保険事業における新保険の動向につき、石田（1975）、石田ほか（1976）、石田ほか（1979）、石
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田ほか（1985）、石田ほか（1991）、石田ほか（2001）などがある。1975年（昭和50）から2007年（平

成19）まで、32年にわたって連載された。筆者は、1978年度（昭和53）から参加させていただき、相

応の数を分担執筆した。そして、筆者の上記の仮説を幾度か改めて実感したことがある。しかし、それ

を改めて見出し当該箇所を特定することは、後日の課題としたい。

40）さしあたり、吉川（衞）（1992）6頁参照。詳しくは、同（1977）（1）131 196頁参照。なお、同

（1977）は、もともと同（1973）の第6章日本における動態第1節・第2節として用意したものであった。

しかし、連載を打ち切り、その習作をくりかえすうちにふくらんだものの一部である。

筆者の歴史認識にもとづく、時代区分について、吉川（衞）（1981）、同（1992）112頁参照。

40a）当時、農商務大臣は、内閣総理大臣に 軍政担当大臣を除けば 、次ぐポジションであった。

民法公布を知らせる官報号外明治29年4月27日によれば、内閣総理大臣・侯爵伊藤博文、海軍大臣・

侯爵西郷従道、陸軍大臣・侯爵大山巌、農商務大臣・子爵榎本武揚、内務大臣・伯爵板垣退助、外務大

臣・伯爵陸奥宗光、大蔵大臣・子爵渡辺国武、司法大臣・芳川顕正、文部大臣・伯爵西園寺公望、逓信

大臣・白根専一、拓殖務大臣・子爵高島鞆之助である。

41）吉川（衞）（1977）147頁参照。それは、第一次濫立時代（1879年（明治12）～1883年（同16））の後、

第二次濫設時代（1893年（同26）～1900年（同33））のなかでのことであった（同134、152頁）。第三

次濫設時代（1906年（同39）～1914年（大正3））、第四次濫設時代（1917年（同6）～1922年（同11））

と続く（176、181頁）。

42）吉川（衞）（1992）67頁参照。

43）日本と同様の保険監督方式である実体的保険監督方式を採る国々（吉川,1973,（1）22頁）を見てみ

よう。ドイツでは、1931年大改正が行われて、従来の「私営保険業に関する法律」（Gesetzv.12.5.

1901,RGBl.S.139）が、「私営保険業並びに建築貯蓄組合の監督に関する法律」（Gesetzv.6.6.1931,

RGBl.IS.315）として新たに制定された。しかしてまもなく、37年再度改正（Gesetzv.5.3.1937,

RGBl.IS.269）された。37年改正に際し、81条a第1文・2文が設定されている。詳しくは、吉川

（衞）（1973）（3）10408頁参照。

また、アメリカでは、UnitedStatesv.South-EasternUnderwritersAss・netal.,322U.S.533

（1944）判決、これをうけた「マッカラン=ファーガスン法」（PublicLaw15,75thCongress;59Stat.

33～34（1945））制定以降、監督規制が飛躍的に強化された。詳しくは、同（1973）（2）59、6165頁

参照。

44）Schmidt-Salzer（1967）,S.87.

45）ドイツ保険監督法81条a第2文は、ドイツ連邦通常裁判所により、「国家社会主義〔ナチス〕思想の

産物ではなく、したがって1945年以降も、当然に失効するものではない」（BGHZBd.22,S.55）と判

示された。吉川（1992）1920頁参照。

なお、ドイツにおいて、保険監督法上の保険約款の認可制は、保険料率のそれと共に、EUの保険監

督規制の調整指令にもとづき、1994年に廃止された（吉川監訳,1997,3頁、山下（友）,2015a,322頁）。

しかし、事態は､単純ではない。幾つかの措置が講じられていること（5条5項1号、1a号、第13a条

から13d条まで、13d条6号、7号、8号、81条など）に 政府草案理由書も指摘しているよう

に 留意しなければならない。吉川監訳 同，5、7、1617頁を見られたい。

1994年7月の改正は、保険監督法がEU「第3指令世代の法」として再構成された大改正であった。

1994年と1997年現在のものにつき、吉川（衞）監訳（1994）、同（1997）参照。なお、前者を「慶應義

塾大学教授・倉澤康一郎先生、および、中央大学教授・加美和照先生に捧げ･･････ご還暦をお祝い」

（吉川監訳,1994,14頁）し、後者を「大阪市立大学名誉教授・故岩崎稜先生のご霊前に捧げ」（吉川監
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訳,1997,18頁）た。

46）いわゆる〔旧〕業法10条3項問題に関しては、最高裁大法廷判決昭和34年7月8日民集13巻911

頁について、執筆当時の従来の学説につき、吉川（衞）,1992,2021頁参照。

最高裁同判決の、現在の一般的な見方については、たとえば、山下（友）（2005）6263頁参照。

47）さしあたり、吉川（衞）（1978a）217頁注9、また詳しくは、吉川（衞）（1992）45頁以下、とくに50

51頁参照。

48）保険事業と保険業につき、本稿注30参照。

49）認可につき、原田（2013）57頁参照。やや詳しく記すと、認可とは 原田によれば 行政庁が

法令にもとづき、個別の事例において、私人に対し、取引を規制する手段であって、無認可に対しては、

契約の効力を否定することで行政行為の実効性が確保されている。認可と対比される許可は、たとえば、

自動車運転免許である。この許可と認可の区別は、行政法と民事法の議論における取締法規と強制法規
・・・・ ・・・・

の区別に対応するという（同26、5557頁参照。なお、吉川（衞）,1973,（1）23、78頁）。

50）後に論ずる、1995年（平成7）の新保険業法においても、普通保険約款は、保険業の免許に際し、免

許申請書添付書類の1つとして主務大臣の審査対象になる（4条2項3号）。開業の後も、その変更には

認可が必要である（123条１項）。

なお、保険契約者が企業である場合には、届出で足りる（123条2項）。しかし、主務大臣は、届出受

理の後、原則として90日以内に、その内容の認可基準（124条1号）合致の適否を審査し、適合しない

ときは、届出事項につき変更、または届出の撤回を命ずることができる（125条）。

51）たとえば、本稿注28、39を見られたい。

52）青谷監修（1974）298頁（刀禰俊雄筆）。

53）後に論ずる、1995年新保険業法の2003年改正では、「業務又は財産の状況に照らしてその〔保険会社

の〕保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、･･････当該保険会社に係る保険契約について保

険金額の削減その他の契約条項の変更」（240条の2）と定められた。

なお、この「保険金額の削減その他の契約条項」について、改正民法548条の2第1項柱書が定める

定型約款の定義には、価格等の中心条項も含まれることにつき、本稿注62参照。

さて、業法の当該の規定振りは、1939年保険業法の規定と対比して、率直な表現である。そこにおい

て、筆者には、後に本文で論ずるような現実の保険会社の経営破綻を目の前にした、立法担当者の切実
・・・

感が読み取れる。なお、率直という筆者の表現の理由については、吉川（衞）（1978a）219頁注11や、

本稿注60を見られたい。

54）以上につき、詳しくは、吉川（衞）（1992）4850頁参照。

55）吉川（衞）（1992）89頁参照。なお、本稿注24、 および対応する本文も見られたい。

56）世界の27か国とは、Fontaine（1990）において、ベルギー、ドイツ、デンマーク、イギリス、スペイ

ン、フランス、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、オランダ、ポーランド、スイス、スエーデン、チェ

コスロバキア、ユーゴスラビア、そして、Fontaine（1992）において、アルゼンチン、オーストラリア、

チリ、コロンビア、エルサルバドル、フィンランド、日本、南アフリカ、韓国、チュニジア、アメリカ、

ベネズエラである。

原稿の執筆要領においては、自国の保険監督法や保険契約法の改正提案も記すことが求められた（と、

筆者は記憶している）。その求めには、保険法の改正に関する、当時のAIDAの強い問題意識が伺われ

た。

57）吉川（衞）（1996）参照。なお、1995年保険業法では、国際的には極めて異例であった損害保険市場

の約款や料率に関するカルテル体制が、大幅に制限された。
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独占禁止法（昭和22年4月14日法54）の適用除外は、航空保険、原子力保険、自賠責保険、地震保

険に加えて、共同再保険をすることが保険契約者等の利益のために必要な保険に限定され（101条1項）、

これらの場合に限り、料率を除き約款の内容を共同して決定することができることとされたが、決定お

よび変更には、主務大臣の認可を要し（102条）、そのときは、あらかじめ公正取引委員会の同意を得な

ければならないこととされた（105条1項）。詳しくは、大胡（1995）参照。

58）商法は、2005年（平成17）会社法の独立に伴い、第3編は第2編に、第4編は第3編となった。ま

た、政府は、商法をひらがな口語体とし、運送ルール等を規定する、商法第2編商行為第5章仲立営業

から、第6章問屋営業、第7章運送取扱営業、第8章運送営業を含み、第9章寄託まで（543628条）

と、同第3編海商（684851条）を改正する案につき、2016年10月18日の閣議で決定した（日本経済

新聞（http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H4N_Y6A011C1CR8000/等、2016/10/18）等）。

59）なお、本稿注38を見られたい。

60）1990年当時、大蔵省銀行局等は、金融機関の現実の経営破綻につき、ありえないこととして、まった

く予想をしていなかった。國重（2016）32529頁参照。山一證券の廃業は、1997年であり、そして、

北海道拓殖銀行の経営破綻は、1998年である。

保険会社の経営破綻に関する支払保証基金（保険契約者保護基金）や保険契約者保護機構につき、た

とえば、吉川（衞）（1999）、同（2001a）参照。投資者保護基金につき、同（2000）、関連して同（2001c）、

また、預金保険機構も含めた、日本金融市場のセーフティネットにつき、同（2001a）、吉川（衞）/洪訳

（2002）参照。

これらの一連の筆者の研究の背後には、吉川（衞）（1978c）や、これを所収した同（1992）の問題意

識がある。

61）山下（友）（2005）は、保険業法10章1節につき、「復活したものというべきかどうかは微妙なところ」

（630頁）という。

なお、保険業法131条が定める主務大臣による約款等の変更命令（事業方法書等に定めた事項の変更

命令）は、本文のこととは異なる。すなわち、同条は、「将来に向かって保険会社に約款を変更して使

用することを命ずる行政処分であり、既存の契約の内容を変更する効力をもつものではない」（山下（友）,

2005,101頁）からである。

62）改正民法548条の2第1項柱書が定める定型約款の定義には、価格等の中心条項も含まれる（松本委

員（松本恒雄 独立行政法人国民生活センター理事長）98回（H27.1.20）8頁、村松幹事（村松秀樹 法

務省民事局参事官）同21頁。なお、定型条項（仮称）につき、松本委員85回（H26.3.4）3536頁、

村松関係官同36頁）。いわゆる免責約款と対価につき、広瀬（1985）がある。

63）この条文は、定型約款の変更に関する規定である。本条項の、契約当事者の主観的意思と、筆者のい

う客観的意思にもとづく客観的合意とによる解釈について、吉川（衞）（2016）第5節を見られたい。

64）本稿注53、62参照。

65）原田（2013）56､103頁。

66）先に論じた本稿第3節「現代」の第5段落、また、第4節「業法の諸規定と契約法の変容の一斑」の

第2段落、第3段落、第8段落を見られたい。

67）最高裁大法廷昭和34年7月8日判決について、さらに本稿注46参照。

68）原田（2013）55頁。

69）ここで、論じたいことがある。本文記述の「約款による契約」のことは、後に論ずる本稿第7節「第

一義的に契約当事者の意思」でいう業法で認められた約款であっても民事紛争で否認されることがある

ということと、同様だと言えなくもないことである。

経営研究 第67巻 第4号128



この点につき、筆者は、次のように理解している。すなわち、約款による契約の原型は、私的モメン

トのみから成立するものである。しかし、既に本文で論じたように、現代では、これに公的モメントが

付加されている。

ただし、付加されているとはいえ、現代における約款による契約も、契約である以上、契約当事者の

意思が優先することは当然である。そして、このことを、改正民法548条の2第2項は定めている。つ

まり、それは、筆者のいう約款による契約の内容規制（内容的限界づけ）の問題なのである。

70）本稿注43参照。

71）アメリカでは、保険監督規制の主体は、連邦ではなく、歴史的段階における強弱を伴いつつも、州に

よってなされて来ている。吉川（衞）（1973）（2）65頁。

72）吉川（衞）（1973）（2）9799、11014頁。また、同11721頁参照。

73）吉川（衞）（1973）（4）5054頁。また、同4144、4648、7889頁参照。

74）もっとも、東京高裁昭和41年4月18日判決、またしたがってその上告審の事案は、保険契約がいっ

たん締結された後で、その約款の変更が問題となったものではない。Y保険会社（被告・被控訴人・上

告人）の船舶海上保険約款における海賊行為損害免責条項は、契約当初より存在していたが、〔旧〕保

険業法10条1項に定める主務大臣の認可をうけることはなかったというものである。

本稿の目的は、約款の変更それ自体を論ずることではない。約款による契約における主務大臣の認可

等を問題として取り上げたいということである。念のために、一言しておく。

約款の変更についての裁判例として、傷害保険普通約款（旧約款）に関する神戸地判昭和62年2月

24日判タ657号204頁、工事請負契約約款に関する東京高判昭和48年6月25日判時710号59頁、電

話サービス契約約款に関する、中学3年生男子が使った事案の最判平成13年3月27日民集55巻2号

434頁（ダイヤルQ2事件判決）や、会社の従業員が使った事案の最判平成13年3月27日判タ1072号

111頁がある。もっとも、ダイヤルQ2事件判決は、「約款の変更の効力が主たる争点となった事案では

な〔い〕」（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4（補足説明）1、373頁。横

山,2013,1213頁参照）。

75）野田（1971）1089頁、西島（1972）981、985頁など。また、吉川（衞）（1974）77 79頁。なお、山

下（友）（2005）43頁注7、102頁。

76）吉川（衞）（2016）プロローグ「定型約款の規定の構造」参照。

77）銀行の業務規制について論じたい。1927年（昭和2）に制定された銀行法は、1981年（同56）に全

面改正されている。2016年（平成28）に、ITを使った新しい金融サービス「フィンテック」や仮想通

貨への対応などの環境変化を踏まえた改正がなされた。

さて、銀行業を営むには、内閣総理大臣の審査を経て免許を受けなければならない（4条1項）。当該

の審査基準は、「銀行業の免許を申請した者（「申請者」）が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに

足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。」（4条2項

1号）、および「申請者が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行する

ことができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。」（同2号）である。

この基準に照らし、内閣総理大臣は、「公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、

第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。」（4条4項）

そうして、銀行が、法令等に違反または公益を害した場合には、内閣総理大臣は、取締役等の解任や、

免許の取消しを命じることができる（27条）。

ところで、銀行業においては、銀行取引約款に対する規制は講じられていない。これは、銀行業の約

款として当然のことなのだろうか。そうではないと、筆者は考える。銀行事業と保険事業は、大数の法
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則にもとづくリスク引受け事業として、本質的に同じだというのが、池尾や筆者の見解である（本稿注

16、17、および対応する本文を参照）。

そうであるならば、国の業法規制において、銀行取引約款の取り扱いは、保険約款等と対比して著し
・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・

くバランスを欠くというのが、筆者の理解である。このような主張は、既に、1980年前後に、金融制度
・・・・・・・・

調査会の席上等で、竹内昭夫によってなされている（本稿注28参照）。

78）吉川（衞）（1973）（1）2頁注7、とくに末尾を見られたい。

79）法制審議会委員 能見善久学習院大学教授。

80）なお、山下（友）（2015b）や、山本（敬）（2015）の保険約款に関する理解をみられたい。山本（敬）

は、山本幹事（山本敬三 京都大学教授）である。

81）能見委員は、先の本文での引用箇所に続けて、当該の条項の効力に関する検討を主張する。すなわち、

「そういうような場合であっても、この規定〔不意打ち条項〕は本来、適用されるべきものであるので

はないかと思っております。」（85回（H26.3.4）44頁）という。

82）この条文は、定型約款の内容規制（内容的限界づけ）に関する規定である。本条項についての、契約

当事者の主観的意思と、筆者のいう客観的意思にもとづく客観的合意とによる解釈について、吉川（衞）

（2016）第3節を見られたい。

83）約款の「内容規制」とその「内容的限界づけ」との区別と関連について、吉川（1992）105106参照。

なお、筆者は、厳密さよりもわかり易さを優先するときには、「約款の内容規制（内容的限界づけ）」と

記している。これにつき、吉川（衞）（2016）注7参照。

84）勢一（2010）178頁。

85）認可につき、本稿注49参照。

86）吉川（衞）（1978b）（1）43頁。

87）ダニエ ル・フット（東京大学教授）の考えである（シンポジウム「債権法の未来像」（2012）30頁参

照）。フットは、カール・G．ルウェリンが、UCC（米国統一商事法典）に則してその趣旨を述べていた

と紹介している。アメリカにおいて、UCC第2編売買の起源となる1940年代の統一売買法を起草した

のが、ルウェリンにほかならない（吉川（樹）（2010）7273頁）。
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Japanese contract law reform on standard terms

Kichie Yoshikawa

Summary

The Civil Code Reform Act（contract law）has been submitted to the Japanese

Diet. This Bill will be approved this year（2017）.

The theoretical problem regarding standard terms is whether there is a “real

agreement” to bind both parties as a valid contract.

The Bill states that standard terms are binding on the condition that both

parties agree to incorporate them in the contract, or the party preparing the

standard terms indicates to the other party that these terms will be incorporated

into the contract.

When either of these two conditions is met, the standard terms become valid

and binding on the other party even with no understanding of what is written

in the standard terms.

In addition to the above, the author argues that administrative approval for

certain standard terms must be emphasized.
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