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定型約款による契約の構造（1）
その契約の合意のあり方

吉 川 吉 衞

1 本稿の課題

2 森田（2016b）における約款規制

2.1 分析課題2つ

2.2「みなし不合意」

2.3 約款変更
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3 内田貴による客観的合意説の評価

4 類型づけられた集団的意思のあり方 客観的合意説骨子の再論

4.1 定型約款による契約の当事者の意思 裁判実務との連続性

4.2 集団的意思（α） 対価性確保の期待

4.3 集団的意思（β） 顧客圏における平均的顧客の合理的理解可能性

4.4 類型づけられる集団的意思 …………………………………………… 以上、本号

5 改正民法における客観的合意説の位置の再確認

補遺1 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

補遺2 ドイツにおける不意打ち条項規制の解釈の基準

1 本稿の課題

ビジネスを行うときの法的プラットホームが、契約法である1）。

この契約規定等を抜本的に見直す2）民法改正案が、第193回常会である、2017年（平成29）

4月14日の衆議院本会議で可決、同年5月26日に、参議院本会議で可決、成立し、同年6月

2日に公布された3）。1896年（明治29）4月27日の公布 4）以来、約120年振りの大改正であ

る。3年程度の周知期間を経て、施行される見通しである5）。定型約款に関する規定 6）が新設

された。

改正民法の定型約款に関する規定のあり方には、外在的観点と内在的論理がある。定型約款

による契約は、1対不特定多数の取引だという外在的観点と、その合意の仕方は、法律構成と

して、みなし合意だという内在的論理である。

このみなし合意は、河上正二のアイデアに由来する、民法（債権法）改正検討委員会の提案

から、法制審議会民法（債権関係）部会（以下、部会という）の中間試案（71回（H25.2.26）決
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定）までの希薄な合意が、部会資料７５Ｂ（85回（H26.3.4）審議）において質的に捉え直さ

れて、改正民法の規定のあり方にまで至ったものである。これが、筆者の最近の一連の論考に

おける主張の1つである（吉川（衞）,2016、同,2017b。なお、同,2014）7）。

このみなし合意につき、最近、森田修が比較的詳しく論じている（同,2016b）。そこで、定

型約款による契約の構造、いいかえれば、その契約の合意のあり方を論ずる本稿では、先ず、

森田（2016b）を取り上げて検討することとしたい（第2節）。

最近、大村敦志 8）は、改正民法の「『契約・契約法』観」9）を論ずるなかで、改正民法の定

型約款による契約につき、「『制度化された契約』と呼ぶことも可能である」（同,2017,76頁）

と主張した。

従来から、筆者は、内田貴制度的契約論（内田,2010。初出2006年）と、改正民法の定型約

款に関する規定のあり方との高い親和性を、指摘してきた10）。

内田 11）は、その制度的契約論のなかで、筆者の客観的合意説につき、「本書と共通する部分

があ〔る〕」（同,2010,30頁）として取り上げている。それは、いったいどのようなことか。

次いで、本稿では、内田の制度的契約論を筆者の見解との対比で論じたい（第3節）。

更に、本稿の検討や、最近の一連の論考を踏まえて、筆者の客観的合意の理論につき、その

骨子を再論することとしたい（第4節）。

最後に、吉川（衞）（1978b）、同（1980a）を検討したうえで、約款による契約の希薄な合意

（河上、中間試案）、定型約款による契約のみなし合意（改正民法）という文脈のなかで、筆者

の客観的合意説を改めて位置づけることとしたい。改めてというのは、筆者は既に、吉川（衞）

（2016）のプロローグや補論 12）において、その位置づけを試みているからである（第5節）。

補遺として、2つ置く。1つは、JR各社の駅の掲示物の実態調査に基づく、特別法の特例

規定にいう「表示し、又は公表していた」（鉄道営業法18条ノ2）に関する解釈である。筆者

は、結論として、公表（定型約款による旨と主要条項趣旨の掲示）を主張する。

いま1つは、ドイツにおける議論に関する。前稿の河上（2016）、また山下（1979）、同

（2005）や、本稿の森田（2016b）などを検討するときの最大の争点は、「個別事情の顧慮」で

ある。これに関するドイツの議論の一斑 13）は、吉川（衞）（2014）7578頁で紹介していたが、

補遺2は、それを改正民法公布の時点で改めて論ずるものである。

2 森田（2016b）における約款規制

2.1 分析課題2つ

森田修は、改正民法の「文脈化」（同，2016a,7273頁）を試み、約款に関する「『希薄な合

意』論」14）について、法制審議会民法（債権関係）部会における中間試案以降の、定型約款の

組入れに関するその「解体・挫折」（森田,2016b（その2）,88頁）をいい、また、定型約款の

変更に関するその「突破」（同（その4）,92頁）をいう。

経営研究 第68巻 第2号30



さて、森田自身の定型約款の規定に関する考え方は、どのようなものなのだろうか。森田

（2016b）に即して、大きく2つ論じたい。第1は、森田による「従来の……二元的枠組みを

新規定〔548条の2第2項〕がどのように変えたかという視点から検討する……『みなし不合意』

制度の意味を検討」（同（その1）,92頁）の分析である。第2は、森田の約款変更規制（548条

の4）の検討の分析である。*「3つの『合意』概念の整理」（同（その2）,9899頁）の分析は、

都合により本誌次号に掲載予定。

2.2「みなし不合意」

森田は、定型約款の組入れと内容規制（内容的限界づけ）15）につき、次のようにいう。すな

わち、「548条の2第1項は、組入につき契約説（同1号）と法規説（同2号）とを雑居的に折

衷する構成を採っている」（同,2016b（その2）,99頁）としたうえで、548条の2第2項は、

「みなし不合意」制度 16）だという。

そうして、この「みなし不合意」制度は、「条項規制一般の組入否定への一元化」17）であっ

て、「組入要件には組入否定の効果、内容規制には条項無効の効果、というこれまでの我が国

の約款法学が前提としてきた二元論は一元論に融合される」18）という。

改正民法の定型約款に関する規定のあり方として、組入れ要件と内容規制（内容的限界づけ）

の一体化をいう点は、筆者も同旨である（吉川（衞）,2016）。

しかしながら、続いて森田が、新規定の条項規制の意義の1つとして、「組入否定を導く条

項の不当性の一考慮要素として、当該当事者間には実質的な交渉があったという個別事情が考
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

慮される余地がある（上述第二の点とも関連する）」（同,2016b（その3）,93頁。また、同（その4）,
・・・・

96頁参照。傍点は引用者。以下同じ）と主張することには、疑問がある。

定型約款の解釈において、548条の2第1項柱書の規定上、当事者間の個別事情が考慮され

るべきでないことは、既に吉川（衞）（2017b）第3節において詳論した。

ここでは、森田の論述の不適切さを指摘したい。森田は、筆者の先の引用箇所において、

「（上述第二の点とも関連する）」と記している。それゆえ、森田の「上述第二の点」を分析した

い。

森田はそこで、548条の2第2項につき、「たしかに……（a）個別事情を顧慮しない枠組み

が採用された。しかし、……（b）『みなし不合意』の要件となる条項の不当性が『個別的に判

断される』旨を〔部会資料は〕明示している」（同,2016b（その3）,93頁。（a）（b）の記号は引用

者）という。

この森田の「たしかに……（a）」「しかし、……（b）」と言う主張の仕方には、疑問がある。

上記した（a）と（b）とは、それぞれそれ自体としては、正しい。しかし、（a）と（b）として、

両者を対比することは、不適切だと筆者には思われてならない。
・・

それは、いったい何故か。一方において、（a）は、森田自身が援用しているように、部会資
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料７５Ｂ第3の3（説明）において、「定型条項〔定型約款〕の契約条項が契約内容となるか否

か〔は〕……契約の主たる給付の内容、同種の他の契約の内容等や取引通念を踏まえつつ、抽
・

象的な相手方一般を基準として客観的に判断することとしている。」（同12頁）である。これ
・・・・・・・・

は、「抽象的な相手方一般」、つまり平均的顧客 19）が、当該の判断の基準だとされているとい

うことである。この判断基準の対象は、「定型条項〔定型約款〕の契約条項」である。

他方において、（b）は、これも森田が援用しているように、部会資料８６ ２第28の2（説

明）3において、「どのような条項がこれに反して組入れの例外となるかどうかは、法定され
・・・

た考慮事由を踏まえつつ、個別的に判断される枠組みとすることが適当であると考えられる。」
・・・・・・・・・

（同3 4頁）というものである。この判断基準の対象は、筆者が傍点のうち前者の傍点で強調

したように、「条項」、つまり「同項〔548条の2第1項〕の条項」（548条の2第2項）、すなわ

ち、「定型約款の個別の条項」（548条の2第1項柱書）である。つまり、「個別的に判断される」

のは、「定型約款の個別の条項」であって、そこにおいて、当該の判断基準が平均的顧客であ

ることに変わりはない。

以上を要するに、（a）と（b）は、「たしかに」「しかし」と対比されることではない。繰り返

すが、（a）においても（b）においても、判断の対象は、定型約款の個別の条項であって、そう

して、その判断の基準が、平均的顧客であることに変わりはないからである。

またしたがって、「当該当事者間には実質的な交渉があったという個別事情が考慮される余

地がある」（森田,2016b（その3）,93頁）わけではない。念のために繰り返し言うが、当事者間

の実質的な交渉、つまりは、個別合意があれば、定型約款に関する規定（548条の2第1項柱

書）のうえでは、そのような契約は、ひな形による契約となる（吉川（衞）,2017b,第3節3.2.2）

からである。

2.3 約款変更

2.3.1「契約をした目的」

定型約款の変更に関する内容規制（内容的限界づけ）につき、森田は、「約款変更の内容規

制にのみ現れる『契約をした目的』という絞りが問題となる」（同,2016b（その4）,93頁。傍点
・・・・・

は引用者）20）という。

この森田の理解について、2点を指摘したい。一番目は、「契約をした目的」の位置づけで

あり、二番目は、定型約款の変更と、希薄な合意 21）、あるいは「『希薄な合意』論」22）との関

係である23）。

一番目を論ずる。「契約をした目的」は、筆者の理解では、定型約款の変更につき24）、その

変更後の定型約款の条項についての内容規制（内容的限界づけ）にのみあらわれるものではな

い。当該の目的そのものは、定型約款の組入れ時にもあった25）が、定型約款の変更において、

それが 時の流れに応じて変化する部分はあれ（むろん、このことが核心的な問題であり、
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当該の目的は、いっそう厳格化 26）され、またしたがって考慮要素も異なって解釈される）27）

顕在化したものである。すなわち、定型約款の組入れ時において、前提として潜在していた28）、

契約の内容である“契約をする目的”が、当該のものとして顕在化し（548条の4第1項2号）、

その時、定型約款の組み入れにおいて、既に顕在化していた「合理的なもの」（548条の2第

1項柱書） ただし、この解釈も、いっそう厳格化 29）される とともに（548条の4第

1項2号）、「契約をした目的」が（548条の4第1項2号）、定型約款の変更後の定型約款の条

項を内容的に限界づけることになるのである30）31）。

ところで、筆者がいう“契約をする目的”や「契約をした目的」の目的は、繰り返すが「契

約の内容」である。これは、548条の2第1項柱書に記されてある。

さて、潜在化していたものが顕在化するとは、いったい何故だろうか。当該のものが、いっ

そう厳格化されて解釈されるとは、何故なのか。これは、二番目のこととかかわる。項を改め

て問題の所在を先ず確認しよう。

2.3.2 問題の所在の確認

変更されたひな形による契約の条項と、変更後の定型約款の条項

森田は、「『希薄な合意』論」32）は、約款の変更につき、中間試案で「帰結」（森田,2016b（そ

の4）,92頁）だが、やがて非交渉条項性 33）の要件（交渉によって個別合意された条項でないこ

と）が「否定〔され〕……突破」（同頁）されたという。

これは、どのような事態であるか。議論の要の1つであるので、やや詳しく経緯を記したい。

中間試案は、約款の変更について、第30の4（1）において、「約款が前記2〔約款の組入要件

の内容〕によって契約内容になっている場合において、次のいずれにも該当するときは、約款

使用者は、」と定めていた。しかし、部会資料７５Ｂ第3の5（1）では、「条項準備者は、次に

掲げるときは、」と定められ、同８１Ｂ第3の6（1）は、「条項準備者は、次のいずれかに該当

するときは、」とされた。548条の4第1項は、「定型約款準備者は、次に掲げる場合には、」

と規定している。

このように見てくると、いっけん、条文のうえでは、次のようにも読める。すなわち、

森田が主張するように 548条の2第1項・第2項に基づく定型約款の個別の条項に

のみ、548条の4の対象となる条項は限定されるのではない、である。しかし、果たしてそう
・・

であろうか。筆者は、さしあたり2つのことを主張したい。1つは、解釈論であり、いま1つ

は、現実論である。

一番目は、改正民法の規定の解釈である。548条の4第1項は、「定型約款準備者」と明記

している。ひな形の準備者は、「定型約款準備者」ではない。定型約款が、当事者の個別合意

により、契約の内容になったのであれば、その“定型約款”は、ひな形である。また、定型約

款の個別の条項の或る条項が、個別合意されたのであれば、その条項は、548条の2第1項柱
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書の定義を外れ、変更されたひな形による契約の条項である。

もっとも、この解釈は、形式論だとの批判があるかもしれない。現実を見て、二番目として

主張したいことがある。

現実には、定型約款の個別の条項の或る条項が“交渉によって個別合意され”変更されて、

その法的効力が争われる場合には、おそらく548条の4の規定が1つには参考にされるだろう。

しかし、そのことによって、変更されたひな形による契約の当該条項が、「変更後の定型約款

の条項」（548条の4第1項柱書）になるわけではない。

このように議論してくると、森田が主張するように、改正民法の「約款変更における非交渉

条項性の要件の否定〔正確には、削除〕は『希薄な合意』論の突破を意味する」（同,2016b（そ

の4）,92頁）とは、単純には言えないだろう。

真の問題は、改正民法の定型約款の規定を統一的に捉える理論の提示である。すなわち、定

型約款の合意につき、「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）、「〔当該の条項については〕合意をしなかったものとみなす」（同第2項）、また、

定型約款の変更につき、「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、これらの規定を区別と関連において統一的に説明できる理論
・・・・・ ・・

を示すことである。

項を改めて、ささやかながら、筆者の考え方を論ずることとしたい。

2.3.3 定型約款の変更と <希薄なうえに希薄な合意>

森田は、「『希薄な合意』論」34）は、約款の変更につき、改正民法548条の4の規定のあり方

において「突破」35）されたという、そのような理解のうえで、「約款変更固有の問題としては、
・・・・・・・・・・・

一方的約款変更の許容範囲を画する『契約をした目的』の概念の彫琢が今後の重要な課題とな

る」（同96頁）と指摘して36）、これは、新規定の意義と残された課題の1つである（同94頁以

下参照）というのである。

しかしながら、希薄な合意は、表示に関する請求構成（548条の2第1項2号、548条の3）

のもとで、みなし合意として捉え直された（548条の2第1項）と考える筆者の見解と、森田

の当該の見解とは異なるものである。

つまり、こうである。筆者は、新規定の構造につき、定型約款の組入れ要件と内容規制（内

容的限界づけ）とは一体化しているとみる点では、森田と同旨である（本稿第2節2.2）。

しかし、定型約款の組入れについて これを折衷的に構成する森田（本稿同）とは異な

り 、筆者は、全体をみなし合意として、特別法の特例規定を含めて「合意」「表示」「表

示し又は公表」という3類型につき、これらを客観的合意 37）として38）、また、定型約款の変

更についても <希薄なうえに希薄な合意>であるところの これは、組入れと内容規制

（内容的限界づけ）とはやや異なるものであるが 客観的合意として39）、統一的に理解する
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もの（吉川（衞）,2016、同,2017bなど）だからである。

すなわち、そうであるならば、定型約款の組み入れ時における潜在的な“契約をする目的”

と、定型約款の変更における顕在的な「契約をした目的」とは、同じタイプのものだというこ

とが容易に理解できるであろう40）。

2.3.4 まとめ

結論につき、要するに、「契約をした目的」は、その意義において、「約款変更の内容規制に

おいてのみ現れる」（森田 41））ものではない42）。

なお、ここで、付言しておきたいことがある。森田は、定型約款の個別の条項が、（a）548

条の2第2項の要件をクリアしたとしても、変更後の定型約款の条項が、（b）548条の4第1

項2号の「契約をした目的」に反して認められない場合のこと 43）につき、論じている。

この場合、（a）と（b）は、「厳格さの程度の差があるのではなく、……『契約をした目的』

によってさらに制約が課されるという原理的な相違がある」（同,2016b（その4）,94頁注344））

と主張している。

果たして、そうであろうか。それは、（a）ではなく（b）だ、というのではなく、（a）かつ（b）

だ、というのであって、筆者には、そこにおいて、原理的な相違があるとは思われない。

筆者の見解については、節を改めて後に第4節や第5節でも論じよう。

2.4 まとめ 森田（2011）と同（2016b）

森田の或る特徴的な主張を、その関連業績のなかで改めて取り上げたい。そして、筆者の年

来の主張を確認することで、本節のまとめに代えたい。

森田は、「契約をした目的」は「約款変更固有の問題」（同，2016b（その4）,96頁）だとし、

これに対して、契約法一般の先決問題として「『契約修正』の問題」（同,同頁）があるという。

森田（2011）に基づく主張であろう。

それは、如何なるものか。契約内容につき、当事者の再度合意による変更がどのようにして

認められるのかという問題であり、具体的に、更改、和解、代物弁済を取り上げている。当事

者の「合意による契約の修正」であるが、この自由は、契約自由とは異なり、「契約の同一性」

による制約に服するという（森田，2011（7）,196971頁）。

森田のその結論を分析する力は、筆者にはない。ただ、筆者は、そこにおいて、1対1の取

引と、約款による契約が、1対不特定多数（548条の2第1項柱書。1対多数、あるいは1対多

（これにつき、吉川（衞）,2014,4頁、同，2016,121頁参照））の取引であることに、両者は、本

質的な違いがある、と考えるものである（吉川（衞）,2014,同,2016、同，2017b）。
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3 内田貴による客観的合意説の評価

内田貴の制度的契約論と、改正民法における定型約款の規定とがもつ高い親和性それ自体に

ついては、内田の学問も含めて、既に論じたところである45）。

さて、内田は、内田の制度的契約論（同,2010。初出2006年 46））において、現代の契約法理

論を問うなかで、吉川（衞）（1978b）につき、「吉川吉衞が、基本的に契約説に立ちつつ、保

険契約における公的モメントと私的モメントの存在を指摘し、国家的規整に着目することの重

要性を強調する点」（同29頁）に注目した。

すなわち、吉川（1978a）も参照としたうえで47）、約款につき、（広義の）公企業の約款と、

その他の約款の2類型に分け、前者の拘束力の根拠を「『監督官庁の免許・認可に媒介されて

なされる約款への国家政策の挿入〔公的モメント〕および《客観的合意》〔私的モメント〕』」

（内田,2010,29頁）にもとめ、後者のそれは、《客観的合意》だとする、「この類型論に見られ

る視点は、本書と共通する部分があり注目される」（同30頁）と評価した。

内田のいう「本書と共通する部分」とは、いったい何か。それは、「制度的契約における約

款の拘束力は、通常の取引的契約とは異なる視点から、実質的な正当性を得なければならない」

（内田,2010,91 92,169頁 48））であり、あるいは、「私人間での司法的紛争解決の中に公的要

素を読み込む途を開こうとしている。契約を通して形成される自律的な私的領域が、……公的

配慮を内在しているはずだと主張する制度的契約論の立場」（同106頁）であろう。

また、当該の共通する部分とは、内田（2011）が、1対1取引の内容の合理性の担保は、当

事者の合意であるが、これに対し、保険や、電気・ガスなどの公共的なサービス、鉄道、航空、

バスなどの公共交通機関の約款のような１対多数取引のそれは、国が介入して、認可のように、

あらかじめ契約内容についてコントロールしておくことだと言うこと（同171 73頁）であろ

う。

更に、筆者には、指摘したいことがある。内田貴の、科研基盤A研究会主催/北大民事法

研究会・北大公法研究会共催（2007/11/09）49）の「討論.制度的契約論の構想」における次の

発言を引用したい。

すなわち、内田はいう。「契約と名前が付いている以上、当然、意思自律とか、 私的自治と
・・・・・・・・・・・

関係しています。……ただ、その意思の反映の仕方が通常の古典的契約〔とは異なる〕……/
・・・・・・・・・ ・・・

制度的契約の場合には、一人一人の個人の意思を反映させるとかえって正義に反する。集団と
・・・

しての意思を反映しないといけない。それを反映させる仕組みをつくる必要がある……例えば
・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

publicutility契約……/ユーザー全体、集団としてのユーザーたちの意思を反映させて契約

条件を交渉し、場合によっては変更させるということは必要なわけですね。その役割を通常は

国が担い、法律でそれを規制しています。いわば、その集団の人たちの意思を国会を通じて、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

立法者の意思として反映させて規律をするわけです。……/この点について、吉川吉衛先生 50）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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が約款論でずいぶん論文を書いておられますけど、吉川先生の集団的意思（先生は「客観的意
・・・・・・・・・・・・・・

思」と呼ばれます）でもって約款の拘束力を基礎づける考え方は、学界の中であまり理解者が
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

多くないのですが、私は、約款の正当性を基礎付けるかなり鍵の部分の理論ではないかと考え

ております。」（同384［139］383［140］頁。傍点は引用者）51）である52）。

内田が、約款論につき、集団的意思という観点から、筆者の見解を照射したことに、先ず感

謝したい53）。それは何故かといえば、内田が、集団的意思（「客観的意思」）に基づく客観的合

意、すなわち、筆者のいう私的モメントの考え方を評価したからである。

そうして、「その集団の人たちの意思を国会を通じて、立法者の意思として反映させて規律

をする」という、おおむね、筆者の客観的合意説の公的モメントにつき、古典的契約と筆者の

いう広義の公企業の約款による契約との対比において、的確に把握し評価したことに、敬意を

表する。

筆者は、筆者のいう私的モメントと公的モメントのあり方につき、吉川（1978a）を発展さ

せた最近の論考（同,2017a）において、改めて論じた。すなわち、前者のモメントのみから

なる「約款による契約」と、両者からなる「現代における約款による契約」というように、現

在のいわゆる約款による契約を把握した54）うえで、それらのモメントを詳しく論じている。

また、筆者のいう私的モメントそれ自体については、改正民法の規定に則して、本稿ととも

に、吉川（衞）（2016）、同（2017b）で論じている。ご参照いただければ、幸いである。

4 類型づけられた集団的意思のあり方 客観的合意説骨子の再論

4.1 定型約款による契約の当事者の意思 裁判実務との連続性

改正民法における定型約款の規律の要件立てのコンセプトは、 1対1の取引ではなく

1対不特定多数（多数あるいは多）の取引による契約についてのものである。これは、いま

や、有力な見解であろう（沖野,2015,535頁参照 55））。そうして、契約である以上、法律構成

が法規説 56）ではなく、契約説に立脚しなければならないことも、 有力説（森田,2016b57））

を除けば 大方が認めざるを得ないところであろう（同,同頁参照）。

それでは、そのような契約における当事者の意思とは、如何なるものであるか。

さて、中田裕康 58）は、改正民法の規定に繋がる部会資料８６ １（要綱案の原案（その2））

につき、「従来の裁判実務との連続性が保たれるのではないかとも思います。従来から契約解
・・・

釈や信義則によって解決してきたのを引き継ぐという意味もあり……いい」（98回（H27.1.20）
・ ・・・

28頁。傍点は引用者）と発言した59）。

判例は、契約の解釈基準につき、BtoCの自家用自動車保険に関して、「当事者の通常の意

思……当事者の合理的意思」（最判平成5年3月30日民集47巻4号3265頁）や、BtoBの宿

泊約款に関して、「当事者の通常の意思」（最判平成15年2月28日集民209号148頁）をいう。

これらは、どのようなことか。
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ところで、筆者は、従来、客観的合意説という考え方 60）を提唱してきた（吉川（衞）,1978b、

同,1980aや、同,2014、同,2016など）61）。それは、類型づけられた集団的意思による客観的合

意に基づく約款の規律という考え方である（同,2014,6頁）。これは、類型づけられた、約款

が向けられた顧客圈における相手方の集団的意思のあり方を論ずるものである（同,2016,第2

節、第3節、第5節、補論参照 62））。

4.2 集団的意思（α） 対価性確保の期待

さて、集団的意思 63）とは何か。それは、（α）経験則によれば、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（特定の金銭を支払うかわりに、これに相当する給付を

得たいという意思、ないしそれが得られるであろうという期待へ向けられた意思（同,2007b,11頁））

である。そうして、このような意思は、（β）集団的取引の顧客圏において一般的な意思であ

り、その意味で客観的な意思である。前者（α）が、客観的意思の内容であり、後者（β）は、

その形式である（同,1978b（1）,44頁、同（3）,103頁）。

それゆえ、約款による契約につき、客観的合意の画定、すなわち、約款の内容的限界づけが

なされなければならない。客観的合意が、約款拘束力の根拠であり、またしたがって、約款の

内容的限界づけの枠になるからである（詳しくは、同,2016,第2節、第3節参照）。また、客観

的合意は、約款の変更においても、その拘束力の根拠であり内容的限界づけの基準である（詳

しくは、同第5節参照 64））。

さて、（α）の「対価性確保の期待」とは、何だろうか。これは、いいかえれば、不意打ち

条項を不当条項に一本化したところの不当条項の、包括的な合意からの除外である（同,2017b,

27頁。また、同,2014,73,86頁参照）。

改正民法の規定を見てみよう。民法は、定型約款による契約の中心条項と周辺条項を区別せ

ず 65）、定型約款につき、定型取引合意により、定型約款の個別の条項についても、包括的な

合意をしたものとみなし（548条の2第1項）、そのうえで、不当条項を除外する、すなわち合

意をしなかったものとみなす（同第2項）。

当該の除外について、筆者の問題意識では、「対価性」がキーワードである。このことにつ

き、部会資料を分析して論じたい。

部会資料７７Ｂは、「このような契約条項〔合理的に予測し得ない事項に関する契約条項〕66）

については、むしろ、それが対価関係の均衡を崩すなど相手方に過大な不利益を与えている場
・・・・・・・・・・

合に当該契約条項を無効とするとの規律（部会資料７５Ｂ第3、4参照）等に委ねるのが妥当」

（同第3の1（説明）2、1314頁。傍点は引用者）だという67）。

これを踏まえた改正民法の規定が、すなわち、「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
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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。」

（548条の2第2項）である。

548条の2第2項は、筆者の言い方では、定型約款の個別の条項の内容的限界づけにほかな

らない（吉川（衞）,2016,110頁。また、同,2014,90頁）。

当該の「対価関係の均衡を崩〔さない〕」が、筆者の客観的合意説にいう（α）「対価性確保

の期待」の内実にほかならない。これは、定型約款の組入れや内容的限界づけだけでなく、定

型約款の変更においても、同様のことが言える。後者においても、それがあるからこそ、当事

者は、客観的に合意していると考えられるからである（吉川（衞）,2014,87頁。また、同,2016,

143頁参照）。

4.3 集団的意思（β） 顧客圏における平均的顧客の合理的理解可能性

ところで、論じてきた不当条項の、その不当性の判断は、如何にしてなされるのか。それは、

一定の形式において基準をもって行われるというのが、筆者の見解である。すなわち、（β）

の問題である。不当性の判断、いいかえれば、客観的合意の画定の判断は、特定の定型約款が

特定の顧客圏に対し定型的に予定する諸事情につき、客観的に、その顧客圏における平均的顧

客の合理的理解可能性を基準として行われる（吉川（衞）,1978b（2）,123頁、（3）,111,117頁参

照。また、同,2014,87頁。同,2016,131,137,145頁参照）。

これは具体的には、いったい、どのようなことか。たとえば、定型約款準備者である企業が

用いる制度を分析し検討して、その作業を行うというのが、筆者の年来の主張である。すなわ

ち、制度の技術的構造の必要に基づく諸条件については、相手方も客観的に合意したとみなし

てよいだろうし、また、その諸条件が、適正な利潤をうむものであれば、そのように推定して

よい。しかし、当該諸条件が、仮に適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものだとす

れば、相手方は客観的に合意したとは言えないと、筆者は主張した（吉川（衞）,1978b（3）,106

07頁、同,2014,87頁。鉄道事業法16条2項参照）。

さて、「約款の一部無効問題」については、残余の個別の条項は組み入れられるとみなし、

その一部部分について、「取引の対価性が確保されるところの条件を創造することである」（吉

川（衞）,1978b（3）,109110頁）と考える68）。

ここで、部会の審議や学説の分析をしてみよう。永野委員 69）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 69a）〕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（H26.3.4）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
・・・・・
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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。傍点は引用者）と発言した。
・・・・・・・・・・・

河上（2016）は、約款法の将来の課題の第1に、不当条項に関する無効基準だけでなく、

「各々の取引において適正かつ公正な条項内容とはいかなるものかを探り出して提示する作業

（「適正基準」の策定）の重要性」（同83頁）を挙げている。

さて、筆者が言う「取引の対価性が確保されるところの条件を創造すること」（上記）とは、

いったいどのようなことか。筆者は、解釈例を3つ挙げて具体的に論じたのであった。すなわ

ち、保険制度 70）に関するものだが、承諾前死亡問題、「責任持ち」特約問題、そして保険料支

払場所問題である。いずれも、保険料支払いに関する問題である（同,1978b（3）,118 45頁、

とくに12930頁。この筆者の考え方について、更に同,1992,147頁以下参照。初出1974年）。

こんにち、改めて考えてみても、法律学や隣接分野において制度が注目され（内田,2010,

58頁以下に詳しい）、かつ、上記のように、「対価関係の均衡」が、改正民法における定型約款

の規定に関する解釈の重要な判断基準であり、キーワードであるなかにおいて、筆者の理論の

主張の仕方には、それなりの存在意義があるのではないだろうか。

4.4 類型づけられる集団的意思

ここで更に、集団的意思を見てみよう。ところで、集団は、類型づけられている。銀行・保
・・・・・

険業や、publicutilitiesの1つである運送業などの広義の公企業の用いる約款に関する集団と、

その他の集団である（吉川（衞）,1978b（1）,11、47頁）71）。

前者の集団の定型約款等に対しては、市場秩序維持の観点から、政府が規制を行っており、

このあり方は、時代の流れとともに変化する72）。時代の流れのなかで、約款の規律を論ずるの

であれば（広瀬,197873））、混合経済体制といわれる時代である「現代」74）においては、その政

府規制の側面も、理論に取り込まなければならない。筆者のいう公的モメントであり、これは、

当事者の客観的合意である私的モメントとともに、現代の約款規律を形づくる（吉川（衞）,

1978a、同,2017a、同,2014,図2、同,2016,図2）75）。

しかし、このように論ずることは、私法上の効力がある公的モメントがあるから、これだけ

で私的モメントは不要だというのではない。私的モメントは、むろん必要である。また、監督

官庁の免許・認可を得た定型約款であっても、改正民法548条の2第2項に違反するものであ

れば、それは、みなし合意のほかのものであって、ないし、客観的合意のほかのものであって、

私法上の拘束力を有するものではない。いったい、それは何故か。約款による契約も第一義的

には、契約当事者の意思に基づくものだからである（吉川（衞）,2017a,第7節）。

具体的に例を挙げると、そのような約款条項として、能見委員 76）が、部会 85回（H26.3.4）

審議44頁で指摘する、保険約款の条項を挙げることが出来るであろう77）。
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さて、類型づけられた集団において、定型約款準備者も相手方も、類型づけられている。す

なわち、定型約款準備者である企業は、上記のように類型づけられ、かつ、その相手方である

顧客も顧客圏としてタイプ化され類型づけられる（同,1978b（1）,44頁、（3）,103頁。詳しく

は、同,2007d,1213頁）。

こうして、そのように類型づけられた集団的意思のあり方を探究したものが、筆者の客観的
・・・・・・・・・・・・・・・・

合意の理論であり、以上がその骨子である。

ここで、筆者の問題意識を改めて記しておく。相手方のためだけでなく、定型約款準備者の

ためだけでなく、定型約款による取引の安定のために、萎縮効果も視野に入れつつ、当事者に

とっての、定型約款使用の予測可能性（predictability）・計算可能性（Berechenbarkeitod.

Kalkulierbarkeit）を高める必要があると考えるものである（吉川（衞）,1978b（2）,117頁）。

それが、結局は、ロナルド・H.コースのいう取引コスト（Coase,1988,p.6;コース,1992,

9頁）の節約に繋がる（同,2016,エピローグ）。

2017年6月17日

注

1）吉川（衞）（2017a）111頁、119頁注1参照。

2）その事例の1つが、定型約款による契約に関する規定の検討と新設である。すなわち、たとえば、契

約の当事者を1対「不特定多数」と定める改正民法548条の2第1項柱書の規定がある。つまり、それ

は、旧民法が想定する1対1の取引に収まらない契約に関する規定だからである。

3）改正民法は、その施行整備法とともに、公布された。官報平成29年6月2日（号外第116号）11頁

以下、31頁以下。日本経済新聞（夕刊）2017年（平成29年）5月26日号等参照。

なお、衆議院本会議での可決につき、詳しくは、吉川（衞）（2017b）追記参照。

4）民法公布を知らせる官報号外について、吉川（衞）（2017a）126頁注40a参照。

5）改正民法附則1条柱書参照。

6）改正民法の当該規定については、吉川（衞）（2017a）120頁注6に掲げてある。

7）部会資料７５Bは、大きく3点で、中間試案と異なる。第1に、部会資料７５Bは、その第3の1（2）、

第3の2において、表示に関する請求構成を採る。第2に、このコロラリーとして（筆者は、そう考え

るが）、その第3の3は、中間試案では解釈に委ねられていた、合理的に予測し得えない事項に関する

契約条項（不意打ち条項）の判断基準につき、「抽象的な相手方一般」（同（説明）、12頁）、すなわち、筆

者の理解では、平均的顧客（吉川（衞）,2016,131頁、同頁注97参照）を基準として客観的に判断する

こととした。

第3に、部会資料７５Bは、中間試案では、引き続き検討の条項（筒井,2013,16頁参照）であった

約款の変更が、その第3の5において、規定案となった。

8）大村（大村幹事（東京大学教授））は、かねてより、同（1999）において、すべての契約には、程度

の差はあれ制度性が含まれていると指摘していた。

氏名の肩書等について、法制審議会民法（債権関係）部会委員等についてのみ、かつ当時のもので付

すことは、吉川（衞）（2017a）等にならう。また、部会の議事録の引用等についても同じ。

9）大村（2017）の掲題の一部である。
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10）吉川（衞）（2016）118頁注58、同（2017a）121頁注10参照。

11）内田委員（法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与）。

12）吉川（衞）（2016）の頁数を記しておく。同，116120、15354頁である。

13）ドイツにおける約款に関する議論の一斑として、不意打ち条項規制を定めるドイツ民法305c条第1

項を取り上げている。当該の規定を論ずるのは、いったい何故か。

本文でいう「『個別事情の顧慮』の問題」は、わけても不意打ち条項規制において顕著だからである。

約款規制に関するドイツ民法の規定の翻訳を、吉川（衞）（2007c）の資料1として掲げている。

14）森田（2016b）（その2）88頁,92頁以下、また同（その1）94頁。

「希薄な合意」に関する筆者の理解は、吉川（衞）（2016）補論、同（2017b）で論じた。

15）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。本

稿では、理解の便宜を優先させて、特に断らないかぎり、内容規制（内容的限界づけ）と記すに止める。

これらのことについて、たとえば、吉川（衞）（2017b）28頁注2参照。

16）森田（2016b）（その1）92頁。森田説の理解につき、同（その3）88頁注5は参考になる。

しかしながら、森田の理解とは異なり、筆者には、548条の2第１項と同第2項とは、みなし合意と

いう同質の論理だと思われる。第1項は、「定型約款の個別の条項についても〔包括的に〕合意をした

ものとみなす」と定めている。これにつき、第2項は、「同項の条項〔第1項が定める定型約款の個別

の条項〕のうち……と認められるもの〔第2項が規定する要件に該当する条項。以下当該の条項〕につ

いては、合意をしなかったものとみなす」と定める。すなわち、包括的に合意擬制された定型約款の個

別の条項のうち、当該の条項については 「除外」（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）し 、合意擬制しないのである。

2つの規定は、みなし合意の論理として一体化しているという外はないのではなかろうか。吉川（衞）

（2016）127頁注87も参照されたい。なお、念のために記しておくが、「個別合意が実在する場合」（森

田,2016b（その3）,88頁注5）は、548条の2第1項が定める定型約款の定義には該当せず、ひな形に

よる契約となるので、森田が同所で論ずる「加えて」以下の批判は当たらない。

17）森田（2016b）（その3）92頁。

18）森田（2016b）（その3）92頁。

19）吉川（衞）（2016）139頁。

20）森田は、「約款変更の内容規制にのみ現れる『契約をした目的』という絞り」（同,2016b（その4）,93

頁）を強調するにあたり、「部会資料� ２第28の4説明2が示すとおり、考慮要素がそもそも異なり、

明示されるファクターとしては」（同頁）という文言を置く。ところで、同部会資料では、「第２８の

２（2）の規定は、定型約款の変更については適用されない（定型約款の変更については、（a）より厳格

であり、かつ、（b）考慮要素も異なる4（1）各号の規律による。）」（同6頁。（a）（b）の記号は引用者）

と説明されている。

部会資料の説明の趣旨につき、先ず、一言したい。（a）と（b）は、「かつ」ではなく、（a）「より厳格」

の場合において、法文の当該要件を示すときは、（b）のように表現を異にするのは当然であろう（吉川
・・・・・・ ・・・

（衞）,2016,115頁）。それゆえ、（a）のときは、（b）となるのである。

つまり、森田が「考慮要素がそもそも異なり」（同,同頁）と、ことさら強調することに、筆者は違

和感をもつ。

21）希薄な合意についての筆者の理解について、吉川（衞）（2016）補論、同（2017b）参照。

22）森田（2016b）（その4）88頁。

23）森田は、本稿第2節2.1で既に記したように、定型約款の変更に関する、「『希薄な合意』論」の「突
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破」をいう。

24）定型約款の変更と変更後の定型約款の条項の内容的限界づけとが、融合していると、筆者は考えてい

ることにつき、吉川（衞）（2016）11516頁を参照されたい。

25）定型約款に関する規定のなかで文言として「契約をした目的」にのみ注目すれば、なるほどたしかに、
・・・

森田のいうように定型約款の変更においてのみあらわれる。

しかし、改正民法が文言として定める、その「契約……目的」は、定型約款の変更においてのみ、突

然あらわれるものではないだろう。筆者が、本文において主張するように、定型約款の組み入れ時に、

潜在的ではあれ（何故、潜在的なのかは、「定型約款の特殊性」（部会資料８３ ２第28の2（2）（説明）、

40頁、部会資料８６ ２第28の2（説明）3、4頁）による）、定型約款準備者の相手方が、その定型約

款をtakeitorleaveitする時に、「契約……目的」はあったと視るのが、定型約款による取引の実態認

識であろう。

具体的事例を挙げたい。山野目（2017）は、通信サービス契約を事例として、「契約をした目的に反

せず」につき、「通信サービスを受ける、という核心のところに変更はない」（同180頁）ことと解釈し

ている。具体例につき、本稿注31も参照されたい。

26）この点につき、第2節2.3.3を見られたい。

27）このことにつき、1つには、本稿注31および対応する本文を見られたい。

28）「契約をした目的」が、何故潜在していたのかについては、本稿注25参照。

29）この点についても、第2節2.3.3を見られたい。

30）定型条項（定型約款）の変更が、不意打ち条項とともに主題となった部会87回（H26.4.22）におい

て、刮目に値する発言が2つある。1つは、定型約款による取引の特殊性（本稿注25）の認識に後日

つながる村松関係官（村松秀樹法務省民事局付）の発言である。この発言については、既に吉川（衞）

（2017b）27頁で論じた。

いま1つは、村松発言を承けての内田委員（内田貴法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与）の

発言である。すなわち、「契約の一方的な変更というのは極めて例外的で、本来はおかしいことだとい

う……認識……ただ、前提となる現状認識として、現実には変更は非常に多数行われています。」（同25

頁）と述べたうえで、部会資料７７Ｂにつき、「現実には、現に行われている変更について合理的な規

律を導入するというところに主眼があるのだと理解しております。」（同26頁）と主張している。なお、

約款の変更についても、内田委員の発言は、いずれも注目に値するが、とりわけ第2分科会5回（H24.

9.4）43頁参照。

31）「契約をした目的」と「合理的なもの」につき、部会最終の99回（H27.2.10）において、質疑応答が

なされている。すなわち、「契約をした目的に反せず」につき、「当該契約の本質的要素の大部分が、契

約相手方に著しく不利益に変わってしまうほどの重大な変更が想定されている……のか」（中原委員

（中原利明株式会社三菱東京UFJ銀行法務部長）7頁。なお、同委員（同銀行コンプライアンス統括部

法務室長）85回（H26.3.4）34 35頁も参照）に対して、「契約条件の重大な部分が変更する〔場合にお

いて〕……仮にこの〔「契約をした目的」〕要件をクリアした〔ときであっても〕……合理性の要件とい

うものが係ってまいりま〔す〕」（村松幹事（村松秀樹法務省民事局参事官）7頁）と回答されている。

具体的事例として、中原委員より、「インターネット振込や ATMによる払戻し額等を制限……例え

ば1回の払戻し限度額の約定は以前からありましたが，1日当りの払戻し額の制限の約定はありません

でした。……例えば1日当りの払戻し額を100万円に制限した場合，1日の払戻し額を制限することが，

契約した目的に反しないことが明らかかというと，そうは言い切れない」（85回34 35頁）が挙げられ

ていた。また、同事例につき、山野目（2017）17879頁参照。
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32）森田（2016b）（その4）88頁。

33）森田のいう非交渉条項性について、同（2016b）（その1）96 97頁、同（その3）87 89頁、また同

（その4）9293頁参照。

34）森田（2016b）（その4）88頁。

35）森田（2016b）（その4）92頁。

36）筆者による本文の傍点の意味を記しておく。森田の理解ないし論理において、「『希薄な合意』論」

は「突破」されたのだから 森田において法規説と捉えられている548条の2第1項2号と関連し

て 、合意に関わる「契約をした目的」は、約款変更に固有の問題だという外はないことになる。

37）筆者は、客観的合意という言葉を、吉川（衞）（1978b）、同（1980a）爾来、用いている。

38）この客観的合意における定型約款の組入れと内容規制（内容的限界づけ）とは、喩えていえば、二枚

のものを合わせて一枚としたもの、つまり一体化したものである。吉川（衞）（2016）106,110 11頁を

参照されたい。

39）この客観的合意においては、定型約款の個別の条項の変更と、その変更後の約款の条項の内容的限界

づけとは、これも喩えていえば、一体化（本稿注38）どころか、融合している。本稿注24を見られた

い。

40）もっとも、森田も、「当初の約款が＜合意による組入＞によって契約内容となる場合〔548条の2第1

項1号〕については、『契約をした目的』を確定する手がかりを組入合意という『希薄な合意』に求め

ることができるであろう」（同,2016b（その4）,96頁）とは、述べている。

しかしながら、森田のこの主張に対して、筆者には、疑問が2つある。1つは、「突破」（同92頁）さ

れたものに依拠することが、果たして論理的に可能なのであろうか、である。いま1つは、筆者は、

「希薄な合意」は、部会資料７５Bを経て、改正民法の規定においては、「みなし合意」になったと理解

していること（本稿第1節、また吉川（衞）,2016,補論）から、森田が言うように「『希薄な合意』に

求めることができる」（森田,2016b（その4）,96頁。傍点は引用者）とは思われない。

41）森田（2016b）（その4）93,96頁。

42）本稿第2節2.4を見られたい。

43）部会資料８８ １（要綱案（案））第28の2（2）（改正民法第548条の2第2項）と同第28の4（4）

（第548条の4第4項）の関係についての部会審議がある。

鹿野幹事（鹿野菜穂子慶應義塾大学教授）の「この『（４）』をここに置く必要が果たしてあるのか……

『４』の方が厳しいということを理由に、『２（２）』の適用を外すという必要性はない」（99回（H27.2.

10）8頁）という意見を兼ねた質問に対し、鎌田部会長（鎌田薫早稲田大学総長）の「『２』の『（２）』

に書いてあるような意味での相手方の利益を一方的に害するような、そういう変更は『４』の『（１）』

の『イ』〔第548条の4第1項2号〕の要件ではじかれてしまうという趣旨で理解」（同9頁）してよい

かという確認が入り、筒井幹事から「部会長御指摘のとおり……『４』の『（１）』の『イ』の要件とい

うのは，よりハードルが高いものだ」（同9頁）と回答されている。

44）森田（2016b）（その4）93頁も参照。

45）吉川（衞）（2016）118頁注58、同（2017a）121頁注10などを見られたい。

46）2006年現在の、約款に関する理論状況については、吉川（衞）（2016）補論参照。

47）内田（2010）200頁注55。

48）内田（2010）169頁の初出は、内田貴の、松下年金訴訟に関する「平成16年4月13日 鑑定意見書」

である。

49）吉田（2008）441［82］頁参照。
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50）筆者が引用するにあたり「先生」は略すべきだが、……では却って読み難くなるようにも思われ、討

論のなかでもあり、元のママとした。

51）北大法学論集59巻1号384［139］383［140］頁。

また、内田は、池田清治のコメント（池田,2008）に対し、「制度的契約は、個別の当事者の意思と

はまったく無関係に外から規範が課されるわけです。たとえば、commoncallingsの理論にありますよ

うに、宿屋の看板を掲げたことから当然に一定の義務が課されるわけです。それは、そういう暗黙の合

意があったはずだという話ではなくて、提供されるサービスの性質によって規範が外から課されるとい

う意味でかなり異質ではないか」（同巻同号392［131］頁）と応答している。

52）歴史も踏まえた合意のあり方につき、内田貴と吉川吉樹の討議がなされている。すなわち、吉川（樹）

の「内田先生の問題意識が、近代契約法理論にいうところの当初合意、当初意思、これを越えたところに
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あるものを検討する……近代の契約法、つまりは当初意思の呪縛に絡め取られる前の、例えば完買とい
・・・・・・・・・

うものと、今回、ご報告いただきました制度的契約、あるいは関係的契約とは、どのような位置関係に

立つのか……/制度的契約というのは非常に通史的と申しますか、中世からcommoncallingsの法理

としてあったというお話がございました。当時、もちろん既に売買契約は存在したわけでございますが、

そこでは必ずしも当初意思というものではなくて、むしろ捺印契約等に見られるような、形式が根拠の

lつの大きな要素であった……この『形式』というものと、『制度』というものはどういった関係にある

のか、歴史的に見てどのような関係にあったのか」（北大法学論集59巻1号377［146］頁。傍点は引用

者。以下同じ）との問いに、内田は、次のように応答している。

すなわち、「形式というのは、要式契約で使われる書面のような形式のことですね。ヨーロッパの歴

史の中で形式が非常に重視されてきたのは、16世紀フランスのムーランの王令や17世紀イギリスの詐

欺防止法を見てもわかるように、合意の証明のためですよね。契約をするという合意が、実際に存在し

たかどうかを証明するために、形式がさまざまな形で要求されてきたわけです。/さらに遡ると、本当

に契約をする意思は、一定の形式に乗せて初めて存存しうるという考え方もある。その問題と制度的契

約は、ちょっと次元が違うのだろうと私自身は感じています。年金契約を結ぶときには、もちろん書面

を要求すべきですが、しかし、そこで書面を要求するかどうかは、契約一般の話とつながるところで、

制度的契約としての規範として問題にした事柄は、むしろその先の、契約に課される規範、意思の中か
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ら出てこないような規範の問題を扱おうとしたということです」（同巻同号377［146］376［147］頁）で
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ある。

53）集団的意思につき、本稿注63参照。

54）本文でいう把握自体は、既に吉川（衞）（1978a）で行っている。同（2017a）は、それをリファインし

た形で論じたものである。

55）詳しくは、吉川（衞）（2014）4頁、100頁注8、同（2016）105頁参照。

56）自治法規説を採る近時の業績として、石原（1995）、同（2006）がある。また、最近、森田（2016b）

（その2）99頁は、548条の2第1項2号につき、法規説をいう。

57）森田（2016b）は、いわゆる多元説（たとえば、森田は、548条の2第1項につき、「契約説（同1号）

と法規説（同2号）」（同（その2）,99頁）という）は、「現代私法の原理的雑居性を正面から受け止め

るものであ〔る〕」（同（その1）,95頁）と把握して、学説史のなかで確認し、解釈論として、多元説を

唱えている（同（その2）,99頁参照）。

しかし、筆者には、疑問がある。対象につき、いっそう考察を深めれば、森田のいう「原理的雑居性」

は、区別と関連において統一的に把握できるのではないかと考える。たとえば、約款による契約につき、

吉川（衞）（1978a）を踏まえた同（1978b）、同（1980a）や、同様に、同（2017a）を踏まえた同（2016）、
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同（2017b）を参照されたい。

58）中田委員（東京大学教授）。

59）信義則につき、内田（2005）482頁参照。また、筆者の見解において、信頼が、相手方の客観的意思

であり、信義則の遵守が、当事者の客観的合意であることにつき、吉川（衞）（2016）144頁を見られた

い。

60）筆者の客観的合意説に基づく、改正民法の定型約款の規定に関する解釈は、既に論じた。すなわち、

当事者の主観的意思と、相手方の客観的意思に基づく客観的同意、および当事者の客観的合意とによる

解釈は、吉川（衞）（2016）第1節から第5節までにおいて論じた。

本稿では、理論を踏まえながらも、実践的な観点からいっそう深めて、かつ、簡潔に論じたい。

61）客観的合意説の学説や民法改正作業における位置づけについて、さしあたり、吉川（衞）（2016）補論

参照。後に、本稿第5節で、そのまとめをしておく。

62）本文でいう当該の箇所を具体的に頁数で記すと、吉川（衞）（2016）121、12934、13637、14145、

15354頁である。

63）集団的意思という言葉につき、筆者は、内田貴の発言（「討論．制度的契約論の構想」北大法学論集

59巻1号383［140］頁（2008年））や著書（同,2010等）に多くを教えられた。ここに記して、謝意を

表します。この点について、本稿第3節も参照されたい。

なお、吉川（衞）（1978b）において、L.ライザーの「集団契約（Massenvertr�ge）」（同（1）,6頁注

3、32頁注26）や、また、集団取引（同（2）,104頁）という言葉を用いてはいる。

しかし、内田の集団的意思と、1対多数の取引（内田,2011,171頁。これについて、吉川（衞）,2014,

6頁も参照）とによって、筆者の客観的意思や客観的合意、また主観的意思が、いっそう鮮明になった

（同,2014、2016）。

64）吉川（衞）（2016）14145頁参照。

65）部会審議において、松岡委員（松岡久和京都大学教授）は、「中心条項と付随条項の区別が明確には

できない……どこで線を引くのかが分かりにくい」（51回（H24.7.3）6頁）という。

詳しくは、吉川（衞）（2016）102頁注11の第2参照。

学説につき、山本（1999）がある。

66）具体的な典型例として、「本来意図した商品の売買契約に、それとは別に相手方が予測し得ない義務

（例えば、継続的な付属品の購入義務）を課されるケース」（部会資料７７Ｂ第3の1（説明）2、13頁）

が挙げられている。

67）念のために記しておくが、部会資料７５Ｂや同７７Ｂにいう「無効」は、改正民法において 本

文でも論ずるように 「合意をしなかったものとみなす」（548条に2第2項）に改まった。

68）吉川（衞）（1978b）（3）108 110頁参照。「約款の一部無効問題」のその後につき、河上（1988）374

76頁等参照。

後に、類似の問題につき、改めて論ずる。

69）永野厚郎最高裁判所事務総局民事局長。

69a）本稿注7参照。

70）証券取引所や商品取引所が定める受託契約準則について、吉川（衞）（1989）がある。

71）内田（2010）137頁は、publicutility契約などの考察が、制度的契約論の着想になったと記している。

72）吉川（衞）（2017a）第3節、第4節参照。

73）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」（同187頁）と論じていた。
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74）筆者が用いる「現代」の定義につき、吉川（衞）（2017a）114頁参照。また、吉川（衞）（1981）136頁

参照。

75）現代における約款による契約につき、私的モメントと公的モメントを考える筆者の見解につき、記し

ておきたいことがある。

2015年（平成27）2月17日開催の、国士舘大学法学部比較法制研究所の定例研究会において、筆者

は、約款規律に関する考え方につき、報告をする機会を得た。その時、福永清貴教授（当時法学部長）

から、私的モメントと公的モメントという発想を如何にして得たかと質問をいただいた。

1977年（昭和52）の夏、太陽が照り、波打ちぎわに居る息子の姿を見ていた時、その発想を得た。

あれかこれかでなく、双方ともに理論構成に反映させれば、2つのモメントは理論的にも導き出せるこ

とであるから（吉川（衞）,1978a、同,2017a）、無理なく事態（現実）を説明できるのではないかと考え

たのである。この背後には、筆者の研究のささやかではあるが積み重ねがあった（吉川（衞）,1973等）

が、そのなかで、わけても監督官庁の免許・認可には私法上の効力があるとする、世界的に見て一定数

の裁判例（同,2017a,第6節）と、山田（1957）があったことは、心強かった。

そのような筆者の見解に、内田貴早稲田大学特命教授・東京大学名誉教授（当時、東京大学教授）が

注目してくださったことは、既に第3節で論じたとおりである。

また、福永教授は後日、吉川（衞）,2014,7983頁の箇所 部会資料８３ １（要綱仮案（案））に

つき、これは、①定型約款という範疇を創造し、定型約款による取引を、その背後にある市場の秩序維

持者としての行政も視野に入れて（同第28の2（1）（注）参照）、統一的に説明することができる考え

方であり、かつ、②BtoCの火災保険に関し、判例理論のリーディングケースである大判大正4年12

月24日民録21輯2182頁、また、BtoCの生命保険に関する最高裁大法廷判決昭和34年7月8日民

集13巻911頁、そうして、BtoBの船舶海上保険に関する最判昭和45年12月24日民集24巻2187

頁を統一的に把握したものだと論じた箇所 を読み、筆者の当該の考え方について、日本民事訴訟

法の沿革に照らすと、うなずけるものがあるとのコメントをくださった。有り難いことであった。記し

て、謝意を表します。

波と戯れる息子の姿は、彼の博士学位請求論文（吉川（樹）訳/曽野補訳,2015,あとがき参照）の末

尾の文章、すなわち「本稿は、19世紀末から20世紀初頭にかけて完成を見た古典的契約法理論に対し

て、履行期前の履行拒絶への対処という法実践的必要性が投げかけた問題提起の端緒をつかんだに過ぎ

ないのである。残された広大な問題群への検討は、今後の課題としたい」（吉川（樹）,2010,382頁。引

用、内田貴）と重なる。

76）法制審議会委員 能見善久学習院大学教授。

77）具体的な発言内容については、吉川（衞）（2016）150頁、同（2017a）118頁で引用したので、見られ

たい。
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Standard terms and Contract（Part 1）

Kichie Yoshikawa

Summary

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

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

agreement” to bind both parties as a valid contract.

There are many similarities between the provision on standard terms and

UCHIDA Takashi, A Theory of Institutional Contract（2010）.

Prof. MORITA Osamu examines the provisions on standard terms in detail.

However, the author has doubts about Prof. MORITA’s way of thinking.

They are discussed in this paper.
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