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吉 川 吉 衞

1 まえがき 問題の所在（前稿と本稿の関係等）

2 河上（2016）による、吉川吉衞客観的合意説に対する3つの批判

山下友信法律行為的合意説との対比において

3「個別事情」 第1の批判と反論

3.1 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

3.2 個別事情の問題

3.3 まとめ

4「擬制の上に擬制」 第2の批判と反論

5 組入れ規制と内容規制（内容的限界づけ）の一体化

第3の批判と反論

6 あとがき

1 まえがき 問題の所在（前稿と本稿の関係等）

さて、本誌前号において、約款の規律を定める、改正民法（法案。以下同じ）の定型約款の

規定 1）につき、その規律のための法律構成は、定型約款のみなし合意と、このコロラリーで

ある定型約款の内容的限界づけだと、筆者は論じた（吉川（衞）,2017,118頁参照。また、同，

2016,105頁）。みなし合意は、河上正二のいう希薄な合意に由来する（吉川（衞）,2016,補論）。

そのような法律構成とは、具体的にどのようなものか。

これは、約款による契約の、その内容規制（内容的限界づけ）2）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る。そうして、約款の組入れとその約款の内容的限界づけを一

体視するものである。この手法と結論は、改正民法における定型約款の規定のあり方に結実し

たと、筆者は考えている（吉川（衞），2016，特に補論参照）。

ところで、学説史を振り返ると、約款による契約の内容規制（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につき、「徹底した形で体系化」（河上，1991（3），

40頁）したのが、客観的合意理論を唱える吉川（衞）（1978）、同（1980a）であったと、河上

は評価した。

しかし、そのうえで、河上は、筆者に対して批判する（同，同頁）。この批判に対する応答
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が、本稿である。

ところで、河上の考え方（河上，1988等）は、手法は筆者と同じだが、結論は相対立し、

約款の組入れとその内容規制とを切断するものである。

いま、官や学、そして産において、河上は約款論の第一人者 3）であり、その考え方と結論

は、約款法学50年以上の歩みの到達点だとみられている（山本（敬）幹事98回（H27.1.20）

7頁参照 4））。

最近、河上は、同（2016）において、筆者の見解を改めて取り上げた5）。そこで、筆者は、

前稿（吉川（衞），2017）を掲載していただいた本誌において、その文脈のなかで（本稿は、

筆者のいう私的モメント、すなわち客観的合意を扱うものである）、河上に対し反論し、筆者

の考え方への批判に対する応答を試みたいと思う次第である6）。

なお、契約には、契約一般、約款による契約、定型約款による契約がある（吉川（衞），2016,図

1、2参照）ところ、本稿が扱うのは、タイトルでも明らかなように、その三番目のものである。

2 河上（2016）による、吉川吉衞客観的合意説に対する3つの批判

山下友信法律行為的合意説との対比において

河上は、約款による契約に関する学説の展開を論じ、「約款に対する同意の範囲を操作して

規制の実をあげようとする手法は、一見対照的な二つの新しい見解〔約款内容に向けられた顧

客圈の合理的意思ないし合理的期待を保護しようとする見解〕にも見出される」（河上，2016，

78頁）とした7）。すなわち、1つは、山下友信法律行為的合意説（山下（友），1979。名称は筆

者による仮称）であり、いま1つは、筆者の客観的合意説（吉川（衞），1978、同，1980aな

ど）である8）。

河上は、両説を分析する。「個々の取引過程で顧客に主観的に形成される合理的期待を尊重
・・・・・・・・・・・・・・

した上で、法律行為的合意に基づく約款拘束力の発生を説く山下友信説であり、不合理な条項

ほど実質的開示が要求されるとする」（河上，2016，78頁。ゴシック体は原文。傍点は引用者。

以下同じ）という。また、「山下説では個別事情を含めて、当事者の合理的期待に即した約款
・・・・・・・・

による契約全体の総合的解釈が、約款内容を規制する方向に働〔く〕」（同頁）という。

ここで、2つ論じたい。一番目は、河上の問題意識についてである。二番目は、山下説に対

する筆者のコメントである。

先ず、河上の上記から見て取れる問題意識は、論者における合意の範囲の操作の仕方と、そ

こにおける個別事情の取扱い方とである。

続いて、山下説に対し、筆者は一言だけコメントしたい。上記の傍点の最初の箇所である。

主観的に形成される期待が、合理的なものであれば、それは、主観的なものであると同時に、

客観的なものであろう。約款による契約は、1対多数の取引の契約である（内田，2011，171

頁など9））。

経営研究 第68巻 第1号20



このような契約の或る側面をみれば、当事者間の個別の契約であり、主観的なものである。

しかし、その個別の契約は、同時に集団の契約である。集団の契約であるから、約款による契

約なのである。

「主観的に形成される･･････期待」が、「合理的期待」であれば、これは、客観的なものであ

る。それゆえ、「主観的に形成される合理的期待」は、主観的期待であるとともに、客観的期

待でもある10）。

さて、その点は暫く措き、河上が筆者に対し論ずるところを記そう。その論じ方の暗黙の前

提に 河上による、山下説と吉川説の対比の仕方からみると 、吉川説が「個別事情を

含めて」ではないことがある11）。「個別事情」の取扱い方が適切でないというのが、河上の吉

川説に対する暗黙の批判である。これが、第1の批判（①）である。

そのうえで、「顧客圈における契約者総体に普遍的な対価性確保への期待に向けられた『合

理的・客観的意思』が、約款文言に体現された保険者の意思と合致すること（『客観的合意』）

をもって保険約款の拘束力発生の必要条件とする吉川吉衛説である」（河上，2016，78頁）と

いう。

また、「吉川説では『客観的合意』内容の画定が、とりもなおさず約款の内容的限界づけを

意味する。しかし、②現実には『約款による』との顧客意思さえ存在するかが危ういところで

（そのため契約説には擬制であるとの批判が加えられてきた）、さらに進んで約款内容、しかも

ある程度合理的な内容をもった条項に限って顧客の同意があるとみるのは擬制の上に擬制を重

ねていると言えなくもない。そもそも、③妥当〔拘束力〕根拠の理論から、論理必然的に約款

の内容的限界を画する必要があるのかという点も問われた。問題は契約を構成する当事者の

『意思』の捉え方にも関わろう」（同頁。記号の②、③は引用者）という。

以上のように、河上の筆者に対する批判は要するに、3点にわたる。すなわち、①個別事情

を無視するのか、②擬制の上の擬制でないか、③約款の拘束力根拠から、論理必然的にその内

容的限界を画する必要があるかである。順次、反論を試みたい。

3「個別事情」 第1の批判と反論

3.1 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

第1の批判は、個別事情の取扱い方の問題である。この点につき、吉川説では、フレームの

整合性と引換えに、主観的意思と客観的意思との軋轢が残るという、かねてよりの河上による

問題指摘も含めて反論を試みたい。

河上（1988）は、吉川説では、「拘束力の根拠についての法的構成から内容的限界に至るま

で一貫した理論づけが可能とされるわけである。･･････従来の約款本質論が主観的意思を克服

するために、『約款による』という包括的な、いわば白地の意思の存在を考えたのに対して、

吉川説はさらにこの包括的な白地の意思に客観化された具体的内容を盛り込むことによって同
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意の範囲に一定の枠を設け、約款設定者からの一方的な約款内容の押しつけを阻もうとしてい

る。論理的なフレームとしても非常に整っており」（同85頁）、「現在のところ体系的に最もま

とまった研究」（同95頁注160）であり、「特筆される」（同194頁注46）と評した。

しかしながら、その一方では、論理的なフレームとしても非常に整っておりに続けて、「当

事者意思の客観化の1つの極と思われる。ただ、一方では顧客の個性的・主観的意思が何らか

の形で現に存在していることは事実であり、この主観的意思と、類型的・定型的に確定される

客観的意思との軋轢は避けがたい問題として残ることになるであろう」（同85頁）と批判した。

さらに、続けて、「『客観的意思』を語る場合、すでに解釈の出発点からして個々の具体的当事

者意思を離れているため、問題は深刻である」（同96頁注163）と批判した。

河上は、またその後、吉川のいう客観的合意は、「当事者意思からの乖離」（河上，1991（3），

39頁）だと批判した。

これらは、鋭い、一読して本質を突いた指摘であると思われないでもない。しかし、果たし

てそうだろうか。筆者の考え方は、当事者意思を離れているのだろうか。否、そうではないと、

筆者は考えている。

河上による、顧客の個性的・主観的意思の現存は事実だとの認識は、後日では、河上が、

加藤（雅）ほか編（2008）23637頁（河上発言）において「希薄な合意」を観念したことによ

り（吉川（衞），2016，補論参照）、先に第2節で記したように、「現実には『約款による』と

の顧客意思さえ存在するかが危うい」12）と、その認識は改まった。

このような河上の批判、すなわち吉川説においては、主観的意思と客観的意思との軋轢が残

るだろう、当事者意思からの乖離があるだろうという問題について、筆者は往時、そうではな

いのではないかと、思いはしたが、考え続けた。

最近、改正民法の定型約款の規定の解釈を行うことにより、吉川（衞）（2016）において、

当該の問題について、一応の解決を示すことが出来たのではないかと考えている。

筆者は、規定がいう「定型取引合意」（548条の2第1項柱書）につき、契約当事者の主観
・・・・・・・・

的意思と、定型約款準備者の相手方における、筆者のいう客観的意思による客観的同意とに基
・・・ ・・・・・・・ ・・・・・

づく、当該の合意は、契約当事者の客観的合意だとして、解釈した。そうして、吉川（衞）
・・・・・・・・・・・

（2016）第2節、第3節、第5節において、その解釈を展開したところである13）。

筆者の理解の限りでは、そこでは、主観的意思と客観的意思との軋轢は、解消されている。

むしろ、そこでは、主観的意思と客観的意思は乖離ではなく、調和している。具体的には、そ

れらの箇所をご参照いただければ、幸いである。

しかしながら、顧客の個別事情の問題は、なお残っている。款を改めて論じよう。

3.2 個別事情の問題

3.2.1 個別事情の顧慮とは何か
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個別事情の顧慮について、河上（1988）は、山下説と吉川説を対比しつつ論じている。

「吉川説〔同，1978，1980bなど〕は特約などの存在しないまさに一般的な（generell）約款
・・

解釈を問題としている」（河上，同，265頁注10。傍点は原文）。これに対し、「山下説〔同，

1979〕では約款と異なる合意が存在したり、条項に特定の意味が付与された場合の約款解釈を

論じている」（河上，同）という。

そうして、「両説に真の対立が生ずるとすれば、それは･･････特約・個別的合意といったも

のをどの程度のものと考えるかという点からではあるまいか」（河上，同）と指摘した。

その後、山下は、同（2005）において、「〔同，1979（5），334頁は〕約款と異なる内容の個

別合意の成立の可能性を認める旨述べているが、･･････この問題はさらにきめ細かく考える必

要がある」として、①保険者自身が約款の修正の意思を有していた場合、②保険者自身が約款

の修正をしたが修正につき錯誤があった場合、③保険募集主体が無権限で約款の修正をした場

合（同11317頁）、これら3点につき、検討している。

ここで、山下が現在、定型約款（定型条項 14））による取引と個別事情について、どのよう

な問題意識をもっているのかにつき、法制審議会民法（債権関係）部会（以下、部会という）

における審議のなかで見てみよう。

部会89回（H26.5.27）において、山下委員から、企業保険において、普通保険約款を修正

する特約や、普通保険約款の特定の条項の趣旨や運用の仕方に関する特約書は、部会資料７８Ｂ

で提案された定型条項の定義との関係で、どう位置づけられるかと質問があった（同29 30

頁 15））。

これに対し、村松関係官から、交渉するようなものであるかどうかで、第一段階（定義に該

当するかどうか）のスクリーニングをかけるという形のものだと説明があった（同30頁）。

以上のことから、以上の限りで、明らかになることがある。個別事情の顧慮とは、契約当事

者の個別合意による約款の修正の問題だということである。

そうであるならば、議論において争点は、それぞれの論者による、改正民法の規定における

個別合意の位置の把握と、自己の学説におけるその位置づけとの関係である。

3.2.2 約款による契約とひな形による契約

1対1の取引である契約一般に対して、約款による契約は、1対多数の取引である16）。定型

約款による取引は、改正民法の規定の定義において、1対不特定多数である（548条の2第1

項柱書）。その取引において、どのような個別事情があるだろうか。個別合意は、個別事情で

あろうか。

ところで、定型約款による取引には、（a）特色と（b）特殊性がある。（a）「交渉が行われ

ず、相手方はそのまま受け入れて契約するか契約しないかの選択肢しかないといった特色」17）、

すなわち、takeitorleaveitがある。かつ、相手方は、「契約の内容を具体的に認識しなくと
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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定型約款の特殊性」18）、

すなわち、みなし合意がある。つまり、契約当事者の現実の個別合意なくして行われるのが、
・・・

定型約款による取引である。

定型約款による取引において、個別合意は、概念のうえで除かれている。個別合意を除く、

個別事情は、定型約款準備者の相手方が、定型約款をtakeitするか、それともleaveitかで

ある。

もっとも、約款 定型約款ではないが のなかには、個別交渉、したがって個別合意

が予定されている部分もある。しかし、約款のなかの当該の部分は、定型約款の定義において、

概念的にひな形である。これによる契約は、ひな形による契約である。ひな形による契約では
・・・

あっても、定型約款による契約ではない。当該のものは、定型約款に関する議論において、埒

外のものである19）。

なお、筆者は、定型約款ではない約款による取引も、当事者の個別交渉なくして行われてい

るがゆえに、約款による契約なのだと考えている。むろん、約款による取引において、当事者

の個別交渉が行われることはあるだろう。しかし、そうであれば、これは、ひな形による契約

であると、概念的に把握されるべきである。

改正民法における定型約款の定義に関する規定（548条の2第1項柱書）は、約款による契

約についても、そのような理解へと、その影響を及ぼして行くのではないだろうか20）。

3.3 まとめ

「個別事情」に関する問題について、まとめをしたい。

ひな形による契約ではなく、定型約款による契約であるとき、定型約款による取引には、特

色や特殊性があると指摘されていること（第3節3.2.2）からも明らかなように、定型約款に

よる契約において、個別合意という意味での個別事情を考慮することには、根本的な疑問があ

る。

要するに、個別事情を考慮しない筆者の客観的合意説は、河上（2016）による暗黙の批判に

もかかわらず、定型約款による契約において、適切な考え方であったということが明らかになっ

た。

このように、改めて2017年現在、筆者は思うものである。敢えていえば、筆者の考え方は、

改正民法における定型約款による契約のあり方を一定程度は先取りしていたのではないだろう

か。

4「擬制の上に擬制」 第2の批判と反論

擬制の上に擬制とは、契約説という擬制の上に、いま1つの擬制があるという批判である。

いま1つの、その擬制とは何か。筆者の考え方が、客観的合意という擬制を行っているという
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批判である。

この第2の批判には、2つの論点がある。一番目は、擬制の上の擬制という理論の組み立て

方についてである。つまり、契約説という擬制の上に、客観的合意という、いま1つの擬制を

行っているという批判である。二番目は、ある程度合理的な、特定の条項に限定した顧客の同

意という考え方（河上，2016，78頁参照）についての批判である。

一番目について、民法改正作業を振り返るなかで、論じたい。

ところで、民法改正作業のなかで中間試案（H25.2.26決定）は、開示と（希薄な）合意を

組入れ要件として提案した21）。希薄な合意というコンセプトは、河上正二による22）。言葉の魔

術師といわれる河上の1つの極を示すものであり23）、見事なものである。

この希薄な合意は、「約款は、･･････意思的要素が希薄化している」（河上，2016，75頁）

なかでの合意である。しかし、そのようななかで、希薄とはいえ、合意を説くのは、擬制では

ないだろうか。仮に、そうだとすれば、希薄な合意というコンセプトも、擬制の上の擬制なの

ではないか。然りとすれば、擬制の上の擬制という理論の組み立て方自体は、約款による契約

のあり方を論ずるにあたり不適切なものではないだろう。

もっとも、なるほど確かに、中間試案の（希薄な）合意は、開示と組み合わされたものであ

る。開示がなされているときの（希薄な）合意は、擬制ではないのかもしれない。

しかしながら、中間試案の組入れ要件は、パブリック・コメントをうけて、質的転換を遂げ

ざるを得ないことになる（吉川（衞），2016，補論）。森田（2016（その2））によれば、「『希薄

な合意』論を核心とする･･････中間試案〔は〕･･････解体・挫折していく」（同88頁）という。

この第2の批判一番目の論点を含め、森田（2016）については、稿を改めて論ずる。

さて、二番目について、論じよう。特定の条項に限定した顧客の同意が、仮に、約款による

契約の当事者の意思のあり方だとすれば、そのような同意は、擬制ではないだろう。

もっとも、擬制か否かは、ものごとの本質を捉える理論構成の本来の目的を考えると、二次

的な問題である。肝要なことは、河上（2016）がいうように、「問題は契約を構成する当事者

の『意思』の捉え方」（同78頁）が、契約の実態に即して適切か否かである。すなわち、約款

による契約、少なくとも定型約款による契約において、筆者のいう客観的合意が、その当事者

の意思を適切に捉えているかどうかである。

結論を端的に記す。筆者が、吉川（衞）（2016）において再論した客観的合意説は、当該の

意思のあり方を適切に捉えたものだと考える。そうして、筆者は、客観的合意説につき、改正

民法の定型約款の規定に則して論じた。定型約款による契約における当事者の合意（「定型取

引合意」（548条の2第1項柱書））には、定型約款準備者と相手方の主観的意思と、筆者のい

う、相手方の客観的意思に基づく客観的合意（同意）とがあると捉えるものである（吉川（衞），

2016，第2節、第3節、第5節、補論 23a））。

そこでは、中間試案の（希薄な）合意が捉え直されて、改正民法の規定に基づき、みなし合
・・・・・・
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意として、概念的に再把握されている24）。

これは、中間試案とは異なる、表示に関する請求構成という要件（合意、表示、特例規定と

して公表）のもとで、希薄な合意を捉えたものである（548条の2、548条の3）。また、定型

約款の変更につき、筆者の考え方であり造語だが、〈希薄なうえに希薄な合意〉25）として捉え

たものである（548条の4）。それらは、定型約款による契約における契約当事者の意思のあり

方を捉えたものだと、筆者は考えている。吉川（衞）（2016）を、ご参照ありたい。

さて、第2の批判の二番目で、筆者なりに、定型約款による契約における当事者の意思のあ

り方や、改正民法の規定に則して論じた問題は、次の第3の批判とかかわる。節を改めて論じ

よう。

5 組入れ規制と内容規制（内容的限界づけ）の一体化

第3の批判と反論

第3の批判は、「〔約款の〕妥当〔拘束力〕根拠の理論から、論理必然的に約款の内容的限界

を画する必要があるのか」（河上，2016，78頁）である。

この問題は、必要があるのかどうかという性格の問題ではないと、筆者は考えている。それ

は、どういうことか。当該の問題は、必要の有無という政策的な問題ではない。率直に言えば、

現実認識の問題であり、論理の一貫性の問題である。それは、何故か。

約款による取引の現実を写し取るには、論理の一貫性がなければならないからである。いっ

たん、約款法学の問題から離れるが、筆者がいま強い関係を持っている或る研究分野がある。

防災・救急救助総合研究の分野である。そこで、研究紀要を創刊するにあたり、筆者は次のよ

うに考えた。すなわち、「実践からの必要性に対応することが、理屈にかなっている。そこの

ところを見出し､体系化する。走りながら考える」（吉川（衞），2015）である。

約款法学の解釈学の論考である吉川（衞）（1978）、同（1980a,b）の執筆当時も、論理の一

貫性に、現実を反映させる理論の正しさを見出すことに徹したつもりである。やや唐突な持ち

出し方であるが、次のように言うことにつき、ご諒解をいただきたい。ゲオルク・W.F.ヘー

ゲル（GeorgW.F.Hegel）は、存在するものは合理的だという。合理的のコアの部分は、論

理的だということであろう。いっけん矛盾に満ちている現実も、そこを深掘りすれば、一貫し

た論理を見出すことが出来る、そうして、これに基づいて改めて現実を見れば、それは区別と

関連において無矛盾なものとして説明することが出来る。そうであるならば、解釈者が一貫し

た論理を持てば、約款による取引という現実も、把握し説明できるのではないだろうか。

それでは、約款による取引の現実とは、どのようなものか。1対不特定多数の定型約款によ

る取引の現実はどうか。

定型約款による取引には、特色と特殊性がある。部会資料８３-１や同８６-１の補充説明に

基づき、吉川（衞）（2014）や同（2016）で繰り返し論じたように、takeitorleaveitという
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特色 26）と、みなし合意という特殊性 27）がある。

そうして、これは、法務省民事局担当官の、次のような感慨が、改正法案のタタキ台である、

上記の部会資料に結び付いたものである。すなわち、村松関係官 28）は、部会87回（H26.4.22）

において、「この種の取引の特殊性なんだということで説明というか、正当化を根拠付けると

いうしかない･･････そもそも、相手方が多数や不特定でないというような場合、あるいは多数

であっても頑張って同意を取ればいいではないかという場合には行った方がいいと、取りに行

きなさいということでないと、契約法理として説明がつかないということであるとすると、正

直、今の実務、特に典型的には約款取引の実務をうまく法的に位置付けるのは、難しいような

印象も抱いてはおります」（同25頁）という。

さて、いうところのみなし合意とは何か（吉川（衞），2014，図5や、同，2016，図3を見

られたい）。みなし合意は、特定の定型約款についての、その定型約款準備者と相手方との包

括的合意である。包括的合意であるから、「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なのである」（吉川（衞），2014，5頁）。そうであるがゆえに、その包

括的合意から、その不意打ち条項や不当条項を「除外 29）」しなければならない。この除外が、

個別の条項の総体である定型約款の内容的限界づけなのである。

すなわち、定型約款のみなし合意は、個別の条項の総体である定型約款の、定型約款による

契約への包括的な組み入れ（548条の2第1項）であり、そうして、この総体である定型約款

の個別の条項のなかにあるかもしれない不意打ち条項や不当条項を除外することが、定型約款

の内容的限界づけ（548条の2第2項）である。

このように、定型約款のみなし合意と、その個別の条項の内容的限界づけとは一体化してい

る。また、定型約款の変更と、その変更後の定型約款の条項の内容的限界づけとは、一体化ど

ころか融合している（吉川（衞），2016，11011頁、11516頁）。

これが、定型約款による取引の現実であり、首尾一貫した論理である。この論理は、実質

5年3か月に及ぶ、99回の部会審議のなかで、とりわけ中間試案のパブリック・コメントをう

けた後の部会資料に基づく審議のなかで、徐々に明らかになったものである（同11618頁参

照）。

ところで、筆者の客観的合意説は、河上（2016）が指摘するように、「〔約款の〕妥当〔拘束

力〕根拠の理論から、論理必然的に約款の内容的限界を画する」（同78頁）ものである。この

学説（吉川（衞），2014，図3や、同，2016，図4）は、論理ないし理論として、改正民法の定

型約款の規定のそれ（同，2014,図530）や、同，2016，図3）と、同じだと言えなくもない。

以上を要するに、河上による第3の批判の問題は、その性格が、必要の有無という政策の問

題ではなく、取引の現実がどうか、これを法律構成ないし理論にどう反映させるかという認識

と理論の問題であって、筆者の客観的合意説の論理は、改正民法の定型約款の規定のそれと同

一だと言えなくもないということである。
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6 あとがき

本稿において、河上（2016）による、筆者の客観的合意説に対する3点の批判について、筆

者は、応答し得たと思う。

河上による第2、第3の批判については、さらに稿を改めて、森田（2016）を取り上げる次

稿において論ずることとしよう。

注

1）民法改正法案の規定につき、便宜的に改正民法X条、または単にX条という。民法改正法案の現在

については、次を参照。

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

01/19現在、衆議院審議結果は、閉会中審査である。〔本稿追記も見られたい。〕

2）筆者は、約款のいわゆる内容コントロールには、内容規制と内容的限界づけがあると考えている。こ

れらの区別と関連について、吉川（衞），1992，10506頁、106頁の図参照。本稿では、理解の便宜を

優先させて、特に断らない限り、内容規制（内容的限界づけ）と記すに止める。

3）河上正二は、2011年9月から内閣府消費者委員会委員長であり、2008年4月から東京大学大学院法

学政治学研究科教授である。さらに、産業界においても、当該の委員長は、「約款法学が御専門の河上

正二先生」（佐成委員（佐成実東京瓦斯株式会社総務部法務室長）85回28頁）と見られている。なお、

委員等名や議事録の表記の仕方については、行論の関係上、本稿注4で記した。

河上（1988）等の考え方は、中間試案に結実しているとみてよい（吉川（衞），2016，補論）。

しかしながら、永野委員（永野厚郎最高裁判所事務総局民事局長）は、「裁判所の中では中間試案の

ような規律を設けることについて強い異論が示されています･･････今回の部会資料〔７５Ｂ。この部会

資料につき、吉川（衞），2016,補論参照〕の中には，契約解釈に関する規定を設けることの意義や機能

といった点で問題点を整理されている部分もあり，この部分については私どもも首肯し得る部分が多い」

（85回5頁）といい、また、「今回の中間試案の中では･･････契約の解釈の名の下で行われる修整という

部分は入っていないわけであります。しかし，現実にはこれも含めて契約の解釈という名の下に行われ

ているわけでありまして，そういう意味では，契約の解釈というものの中には事実認定の問題，あるい

は評価の問題，あるいは修整という形での法創造的な性格のものもありまして，それを事案に応じて数々

のテクニックを使って妥当な解決を導いているというのが実情であります」（同7頁）という。

4）本文の表記は、山本（敬）幹事（山本敬三京都大学教授）発言法制審議会民法（債権関係）部会（以下、

部会という）第98回議事録7頁を簡略にしたものである。肩書は、会議用資料の部会委員等名簿に記

された当時のものである。議事録（PDF版）は法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/shingi1/

shingikai_saiken.html最終閲覧 2017/02/28）による。以下同じ。

5）河上は、本文で記したものの外に、同（2007）等においても、筆者の見解を取り上げている。重ねて

の検討につき、河上正二教授に対し、記して謝意を表します。

6）本稿は、前稿（吉川（衞），2017）と密接な関係にあるので、参考文献における個々の論考等の表記の

仕方は、前稿にならう。

7）河上，2007，286頁においても、山下（友），1979と、吉川（衞），1978、同，1980aなどが、取り上

げられている。
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8）山下（友）説と吉川説についての、広瀬久和（広瀬，1985）の評価につき、吉川（衞），2017，123頁

注25参照。

山下（友）説につき、潮見佳男は、「合意に拘束力の根拠を求める立場の中で、今日においてもその

中心に位置し、かつ、この観点からなされる本格的分析の口火を切ったのは、山下友信教授の研究であ

る（山下〔同，1979〕以下）」（潮見，1996，176頁、同，2006，182頁）という。

9）詳しくは、吉川（衞），2014，4頁参照。

10）吉川（衞），2016，142頁参照。

11）河上（2016）は、「山下説では個別事情を含めて」（同78頁。傍点は引用者）という。
・・ ・

12）河上，2007，286頁では、「現実には『約款による』との顧客意思さえ存在するか危うい」であった。

13）吉川（衞），2016，補論も見られたい。また、本文でいう当該の箇所を具体的に頁数で記すと、同121、

12934、13637、14145、15354頁である。

14）部会89回当時は、定型約款は、定型条項と定義されていた。部会資料７８B第4参照。

15）頁の数字の注記の仕方につき、本稿注4参照。

16）本稿注9参照。

17）部会資料８３-２（要綱仮案（案）補充説明）第28の1（説明）（2）、38頁。本文のことは、いいか

えれば、そのことが、日常的に必要な商品やサービスの場合には、事実上強制されているということで

ある（星野，1986，23738頁）。

18）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。

19）なお、円谷・三林編著，2015，i、iii頁は、金融取引約款は、銀行取引約定書（ひな型）や保証契約

全国信用保証協会統一「約定書例」であるが、これらは「特定多数」を相手方とする取引であるから、

不特定多数の者を相手方とする定型約款の規制には服さないという。また、円谷，2015，10頁以下、25

頁以下がある。

20）吉川（衞），2016，105頁注18参照。

21）沖野（2015）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

563頁）という。

22）吉川（衞），2016，補論参照。

23）加藤（雅）ほか，2008，215頁（河上発言）参照。筆者は、「希薄な合意」から多くを学んだ（吉川

（衞），2016，10910、113、12829、15354頁など）。ここに記して、謝意を表します。

23a）本稿注13、および対応する本文を見られたい。

24）筆者の、定型約款の規定に関する解釈の総括として、定型約款による取引は、1対不特定多数だとい

う外在的観点と、みなし合意という内在的論理が得られた。吉川（衞），2016，121頁、図3参照。また、

吉川（衞），2014，4頁参照。

25）吉川（衞），2016，113頁参照。

26）本稿注17を見られたい。

27）本稿注18を見られたい。

28）村松秀樹法務省民事局付。

29）部会資料８３-２第28の2（2）（説明）、40頁、同８６-２第28の2（説明）3、4頁。なお、「除外」

の用法につき、吉川（衞），2016，127頁注87も見られたい。

30）正確には、要綱仮案（案）に関するものである。
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Reform and standard terms in Japanese contract law

Kichie Yoshikawa

Summary

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

Diet. This Bill will be approved in 2017.

The provisions on standard terms support my argument which is an “objective

agreement” to bind both parties as a valid contract.

However, Professor Shoji Kawakami criticizes the argument in three respects:

（1）ignore individual agreement,（2）fictitious fictitious system, and（3）integra-

tion regarding incorporation of standard terms and internal control.

This paper presents arguments against these criticisms.
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