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味の理論に含まれたものであった︒というのは︑この理論によ

れた︒まさにこの指導原理は︑もともとすでに法律の客観的意

争をする際に同じ言葉が異なった意味に用いられることによっ

げておこう︒

ぎぴq︶もいかなる形においてもこれを斥けていることだけをあ

︵013︶
いる︒変更理論の代表者であるシュタンペ︑シュミット︑シュ

︵鍵①馨置弩ω9①oユ①︶と呼んだものが負って

極端な理論についての主な責任は︑客観説の極端な分派で︑

の接近と相互の理解とが可能であると私は信じている︒

を何か一つの分母に通分することに成功すれば︑相当に広範囲

確かめられる︒まず︑言葉の集合を作り︑相互に対立する見解

についても認められる︒さらに詳しく検討すれば︑この関連が

︵083︶

いるものも﹁法律の変更﹂と呼んでおり︑このことは他の側面

摘したように︑シュタンペは他の人が﹁自由な解釈﹂と呼んで

︵703︶

て︑実際よりもより大きくなるようにみえる︒私が最初から指

さて︑疑いもなく規範的な対立が存在するが︑この対立は論

れば︑解釈者は歴史的に意図された法律の内容から離れること
︵303︶
を許されたからである︒ さらに︑この指導原理は改革運動の内調
部において非常に決定的な反対をうけることになった︒自由法
ないし社会学的方向のなかでも持に重要な三人の主張者たち︑
カントロヴィッツ︵囚①緊︒憎︒ぞ凶oN︶︑フックス︵閃⊆6げω︶および
︵403︶

グメーリン ︵Oヨ⑦一ぎ︶すら︑この指導原理を決定的に拒否し
た︒

ともかくも︑この原理が改革運動との関連においてとくに非
常に強く主張されていることは認めねばならない︒特別の立場
をとるシュタンペ︵oQ訂ヨbΦ︶があげられるし︑さらに︑ユンク
Qgコαq︶︑ルンプ︵図鋸ヨ嘗︶︑ベロルツハイマー︵しd①﹃o︼昌虫ヨ巽︶︑

︵903︶

そしてもちろんシュピーゲル︵ω豆⑦αqΦ一︶もあげられる︒

ピーゲル︑ヴュステンデルファーについては︑すでに同一性説

前に﹁同一性説﹂

際に︑ この極端な異説の主張者たちが︑ 一般的に論拠とする

の主張者としてみてきたところがらも︑このことは明らかでみ

シュミット︵6Q6ずヨ帥簿︶︑ヴュステンデルファー︵≦口引︒昌創︒︐詠①鴇︶

ところは︑これが実際上も永い間行なわれているものであるこ

る︒同一性説の主張者たちは︑

その

と︑およびこれが新たに形成される場合には︑昔から成立し現

を知らない︒そのために彼らは︑﹁自由な解釈﹂という周知の

︵5D3︶

在も存在する実務を率直に認識することだけを裁判官に要請す

基本原則に非常に広汎な要求の足場があると信ずることが可能

ﾅあることによって︑法社会の自律性から実務上も自由となる

・となる︒これによって彼らは︑裁判官が文言から絶対的に自由
む

・

（1
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﹁法律﹂と﹁法律文言﹂の区別

るものであるということである︒この理論の反対者をとくに挙

113

げることは不要である︒ただ︑ この理論はドイツの裁判官会議9
︵603︶
ユ
によって徹底的に否定されたこと︑だよびビア；リンク︵bd陣Φ7

113）
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言

二

ことを要請せざるをえなくなるのである︒

うのは︑普通法におけるローマ法の変形は殆んどの場

合このようにして実現されたからである︒しかし︑安

定性の利益のこうした機能は︑規範的問題に答えるに

シュタンペは︑彼が裁判官を以前の理論よりもより自由にし
ょうとしたという意見に対して︑ 非常に熱心に自己弁護をし

ついて重要ではない︒時効取得が以前の他人の物につ

いて所有権を得させるとしても︑そこにはまだ︑他人

た︒シュタンペは︑法律の変更と呼ぶものを︑ともかくも︑最
上級審についてだけ︑しかも大災難︵7臼Pωω①昌搾鋤一鼻ρヨ一叶似暦︶が起

ペのこの提案におけるように法律効果を制限することの方がま

〜ラー︵宍︒ミミ︶はこれをきびしく区別したC冨罫

べきであるという規範が存することにはならない︒コ

の物を占有することが許されるとか︑あるいは占有す

だ︑他のすべての場合について同様に裁判官を文言に拘束しよ

ず転げ．霧6っ●卜︒g︒Q︒︶︒

こりあるいは迫っている場合にだけ認めようとした︒シュタン

うとすることよりは︑不利益な効果が少ないであろうという限

ρQり・器ω︶

法律から離れた裁判官の判決

O﹃○のω①＝p︿巽鉱℃もつ●一⑩O．一Φ一の

肉§偽象ミ§．

訂ぼε9Hゆ器℃雨雪α舅 くゆq一・g・琴ず欝審．

鋤．国・︵菊8葺鳥醇≦δω窪ωo富降︶・

︵lG3︶宍暮ミQ︒●＄・9鶏審℃ピ①算ε99じd閃欄Hゆ＝

らである︒

に︑他の裁判所についての拘束力を認めてはいないか

徹底した主張者でも︑

明らかに不適切である︒というのは︑この理論の最も

︵⁝⁝︶なるほど﹁変更する﹂という表現が使ねれているが︑

援用するのは︑私見では適切ではない︒

がこの規範を推挙して発展史的な事実を

ヴュステンデルファi︵鉾鋤・

りにおいて︑彼は正当である︒しかしこの第二の不利益は︑第
一の間違った理解の代償とはならない︒

われわれの観点からこの理論について問題となるのは︑非常
に異なった多一くの規範的問題を統一的な形式によって同様に解

決しようとする試みである︒そこで第一に︑われわれはこの規
範的問題を個別的にかつ分離して取り扱いたいと思う︒ついで
結論として︑およそ総括をしたいと思えば︑どのような形式が
好ましいかという問題を考慮することになろう︒
︵992︶法律の誤った解釈が︑永い慣行によって︑慣習法とな

り︑これによって法律が変わりうるという認識は︑こ
識は何ら新しいものではない︒このことは普通法のす

件事実について一般的な原則とは異なった特別の法的

欠鉄が間断とされる事例においては︑実は︑特別の要

︵2麟3︶ピ離︒冨コーヨ菊①o窪矯おOω●ω．逡︾鵠ヨ・区・コ般に

べての代表者にとっては明らかなことであった︒とい

うした規範ないし命令とは全く異なっている︒この認
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︵⁝⁝︶N

bd

︿o昌ミ・開蟄§ミ§﹀﹃〇三くh・Ω︿●℃﹃9×・Φ刈

ω●ωに凍二きミミ︒ミ苛No命掛﹀づ言・ω9●ミ舞む︑費

な取り扱いが法律において見られないということが重
要である︒欠敏補充の意味するところは︑裁判官がこ

F＞●

鉾O

︵野03︶Qり・δ㎝駿ρ

︵113︶
﹁法律﹂の解

﹁お蹄oo算ω・

の特別の要件事実のためにその一般的な原則を破り︑

多くの場合は既存の他の法規を展開して新しい法規を

︵轟13︶シュタンペがこの関連を強調している︒

規範的諸問題は︑

仮の命令形象である﹁文言﹂︑

﹁条

μO一刈hh・︶甲二Uδ男憎O芹OO簿ωσρ
立場である︒この命令形象に対しては︑裁判官はつねに認めら

文の意味﹂および﹁外面的な法律の意味﹂についての裁判官の

第一に問題となるのは︑

釈概念の可能な下位概念にしたがって一二つの群に分かれる︒

︵三つの下位の問題︶

ぴ①≦①oq￠昌αqω・ωO駿．

発見することである︒﹂

︵303︶後出2性這参照︒

oQ巳

2

︵403︶宍斜ミミ︒ミ8♪OδOo昌嘗p二￠αq⑦ヨ鼠げ三鋤しづUo葺ωoゴΦ

一り一〇．ω．qり①Φ・

Qり●一一㎝Z畦・刈二郎山坤口び巽①

霊︒ず8嵩鉱2瓢αq一Φ一一りOQ．霧Q︒頃．肉．寒忘漁甘ユω江−

一㊤O㎝

d旨ωΦおカ8耳ω・仁謬◎ロd①αqユ鵠ωげ二ら二昌σqω●

O§ミ§りO信︒⊆oD・σq￠免

ωoず巽滴巳ε﹃閃①ヨ箕・お一ト︒
ω6ずユ津①p
︵503︶⑦ミ§♪
b︒ω諏◎︵一︶一N●

づαω●5ω・﹀﹃〇三く一．

第二に注目されるのは︑

法律の位置︵︵甲Φ口摩①陛NΦmω叶Φ一一①︶が歴

摂︵Ooげ09ω二び自費ニ8︶である︒

へ

全く自由な立場にある︒これを訂正することは︑なお命令の包

≦①oq償口σq：︵H㊤二︶QD・ωO諏．ミ轟・℃8陣件ぞ︒ω幻8窪6Qれ
・ る法律意思を優位させねばならない︒裁判官はこれに対して
ヘ
ヘ
ヘ
へ

ω・︒hh●は非常に限定的︒疑問をとどめるものとして︑

ω・刈刈

℃噌︒玄①目亀︒ω昌緯救N＝oご︒づ国8鐸ωω．一P一刈・肉ミミリ
Ooの︒言ニコα菊帥︒算︒さ

O・ω・ωωω自・

ﾛもまた︑すでにみたように︑必ずしも決定的ではない︒認め

なくて︑現存する個々の命令の拒否にまで拡げられるかどうか

は︑この裁判官の条件付の権限が暇疵ある規範の補充だけでは

とならないならば︑裁判官が介入できる︒そこで問題となるの

らるべき社会的利益がこれを要求し︑かつ安定性の利益が妨げ

（1

●

115）
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馳ミ︒隷ミ馬§ミ鴇b器

ユ

史的にもってきた命令観念︵Ooげ9ω︿o房け①＝巷σq︶について裁

鉾

O①ω①欝鋸昌ユ

図・二・乏℃7＝oω○℃窪Φ臼．b︒Obσ・

僧

⑦ら魯§疑さ

判官が十分置資料にもとづいてえた一定の形象である︒この形
肉・

ミ蟄無ミミ鄭さ︑

℃三δωo冒ε9
〇り．一一一●

≦﹁

O①富びお昌α興O①h口三ω甘﹁陣ωb憎二α①づN噛一り一一り︾﹁oε︿騰・

即⊆．
￠答①二

9馬轟ミ℃O＄o訂二目匹田言簿禽GQ●αωh胤●二丁鳥ω●一ωω●
︵603︶℃﹃ぎ恩嘗︒巳︒ゴ器心ω・卜︒刈窃hh．二昌窪ω◎︒繰h

︵703︶U︸N●一⑩O極りω・＝お・
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料
資

導原理は︑

それにもかかわらず正しいし︑

ということであり︑ たんに真正の欠敏だけがあるのか︑

い︒矛盾はたんに表見的なものにすぎない︒

ある

いは不真正の欠鉄︵ツイテルマン︶もあるのかということであ
定の場合には肯

新しいものでもな

︵1−3︶上述九二︑九三頁参照︒

る︒さて︑この閥題は私の見解によっても︑
定されねばならない︒裁判官はこの場合には︑文言的および論

ヘ

ヘ

へ

によって︑

この自立性︵ωΦき︒・8Φω鼓聖岳冨詳︶の原則

的な拡張は︑二つの理由に基づいている︒従者の自主性の主な

と考えるだろう︒

く当然と考え︑不服従とは考えず﹁唯一の正しい可能な理解﹂

る必要は全くなく︑うけた命令の内容から逸脱することをしご

行ずることはないだろう︒その際に︑彼は良心の葛藤を克服す

軍によって占拠されたことを確認すれば直ちに︑この命令を実

ることを確認したり︑あるいは頂上はその闇に敵が退却して友

は︑命令付与者が間違っており︑認められる軍隊は友軍に属す

た者に占拠された高地を砲撃せよという命令をうけた砲兵士官

には︑受けた命令に従わないことにもなるのである︒敵とされ

らかに錯誤に基づくか︑予見できない事情の変更が生ずる場合

命令されない行為に着手することになるだけでなく︑命令が明

軍隊における部下が示すべき自主性︵ぎ三口甑く①︶

命令からの逸脱とは︑日常的にもともに許されるものである︒

二つの主導的な形式︑つまり蝦疵ある命令の補充と現存する

のに︑まず︑日常事象と対応領域の観察がある︒

︵日常経験︶ この指導原理にとり有利な根拠となるも

︵213︶とくに＝二章上述一三八頁以下参照︒

場合の裁判宮の行動は︑評価的命令形成︵≦巽8邑①Oのげ9ω玄7
魁§σq︶の範疇︑ つまり命令の訂正または命令の否定という下
位概念に入ることになる︵逸脱の理論﹀び≦愈9§σqω98ユ包︒

第三に︑裁判官はおよそ法的に保護される利益の全体像に対
立している︒ この目的観念︵閏b創げごα︶は裁判官にとって直ち

に決定的である︒意図された利益保護の抑制は︑安定性の利益
ヘ

のためだけでなく︑法社会の自律のためにも︑許されない︒こ
ヘ

れと異なった処理は︑法律の無効︵Ooの卑Noω︿銭魚夢きゆq︶とよ
ばれる︒

︵2ユO︶︶

この三つの指導原理のうち︑第一のものは上の説明から明ら
かである︒他の二つは︑さらにくわしく規定し︑理由づけられ
ねばならない︒このより詳しい根拠づけは︑ことに第二の指導
原理について必要である︒この原理は多くの読者をびっくりさ
せることだろう︒それは一見して全面的に否定された法律変更
の理論への迎合をふくむようにみえる︒そして︑あのように強
く力説された法社会の自律性および一般的にも私自身も主張し
た理論であるところの︑裁判官は法律を補充はできるが訂正は
できないという理論と矛盾するようにみえる︒しかし︑この指

ユ16
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うことにある︒こうした観察の雷害︵︾づωo訂⊆§αqの冨鼻①昌︶に

理由は︑主人はありうる事実状況を見通すことができないとい

事実状況においてよりもより自立的に行為することが許されよ

には︑．従者は︑自由な中間領域においては︑命令の出された

て分離されている個々の積極的命令の複合のように見える場合

・つ︒

よって︑適切な命令を出さないことになったり︑利益に反する
命令を出すことになったりする︒主人の利益を守るためには︑

適切な行為をしないことが要請される︒しかし第工に︑多くの

して妥当しようゆ瑠疵が問題であるかぎりでは︑従者は積極的

的な命令の理疵よりもより多く生ずるということが︑経験則と

第二に︑一般的には︑命令の脱落︵ノN①噌ω帥9昌ρづ一ωω①︶が積極

場合には︑積極的な行為は受けた命令に違反することと全く分

内容を訂正するよりも︑消極的内容を補充したり否定したりす

積極的な自主性が要求されるとともに︑命ぜられてはいるが不

離されない︒積極的な行為は何か他の行為がなされないときに

る決意をする方が容易である︒

な副次的な利益もまた︑欠落を認めるよりも積極的な命令の蝦

第三に︑しかし上述のことから︑たとえば軍隊の規律のよう

だけ可能となる︒

従者が同様に二つの形式の処置を進んでなすべきかどうかと㎜

原則的には許される場合に

o疵を認めることによって︑より強く危険にさらされることにな

αq信ヨΦ嵩εヨ鋤8纂﹃践δ︶︑

逆推論︵qコ犀Φ汀ω〇三￠ωω︶

︵星13︶消極的内容の発見的な利用は︑周知の反対の議論︵母・

あると同時に防御命令の離脱でもある︒

ない事由によって退却することは︑退却命令の補充で

退却せよとの命令をうけた場合には︑第二に指示され

︵313︶士官がある地点を防御し︑予想された事態が生ずれば

退することが明らかである︒

も︑なお︑厳格な意味での命令の補充に対して命令の訂正は後

これらすべての理由からして︑

ろうということが分かる︒

2

．いう問題については︑三つの観点が観察さるべきである︒
第一に︑命令秩序︵OΦび9ωo﹃身§αq︶の傾向が問題となる︒

︵＜⑦昏p・騨Φ昌ω胃9

㈲命令秩序が︑直ちには拘束力をもたないが︑観察された事実
状況についてはなお完全な ﹁行為の綱領﹂

ヨ︶と考えられる場合には︵閉ざされた秩序αqΦωo鉱︒ω器憐①

9曾舞αq︶︑ 二つの形式は分離されない︒完全性を求める傾向

によって︑諸命令は ﹁例外を否定する﹂内容をもつことにな
り︑積極的な行為命令は︑そこに含まれない要件事実について
はあたかも﹁消極的な内容﹂ ︵5Φαq①怠く興ぎ富εをもつよう
︵313︶

になる︒そこで︑命令の補充によって︑この大前提つまり消極

的な内容の弧脚なされる・㈲命令秩序がぢ談話的な穣を
もち︑あたかも︑規律されていない事実状況の中間領域によっ
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によって生ずる︒

︵裁判官による命令訂正︶ さて︑この日常的な結果は︑

裁判官の活動を評価する際にも︑確証されることになる︒裁判
官の命令形成は︑理疵ある個々の命令の補完︑つまり真正の法

た利益保護を十分に満足ゆくまで貫徹することが確保される︒

なく︑立法上の命令の暇疵が訂正される場合にだけ︑意図され

裁判官の自主性に対して見られる反対の論拠もまた︑直ちに上

裁判官の命令形成への要請は︑二つの欠欲群においては同様

妨害が︑一定の程度まで存在する︒ツイテルマンは︑当時︑法

意味で︵一⑦もQ︶︑積極的命令の消極的内容による欠鉄補充の

いという理由からも︑両形式を許容することが必要である︒日

に重大でありうる︒この慧敏の確定は︑まさに述べたように︑

これは不適正な命令の訂正︑つまり︑ツイテルマンの不真正な

現存する命令が認められる社会的な利益を保護するために十分

令によって保護されるという結果になることもあろう︒

しか

この判断は︑保護に価する利益が歴史的には証明できない命

たことになる︒ところが︑私の見るところでは︑ツイテルマン

真正の欠敏︶だけを確認したとすれば︑これは全く︸貫してい

遷し︑裁判官が慣習法に従って法律変更の権限をもつ場合︵不

︵6エ3︶

し︑全く同じ規準によって︑歴史的に認識できる命令がこうし

は余りに行きすぎていた︒多くの真正な法律要件の欠鉄がある

た観察の欠敏︵︾霧︒す磐§σqω三者︒昌︶に基づいている︒

は生活上の要求に法を形成的に適合させることができるように

ツイテルマンの理論は正しい核心をもっている︒たとえば︑わ
が民法典には︑歴史的にみて二つの考え方が妥当してきた︒人

が︑これは不真正の法律要件欠敏とはっきりは区別されない︒

の欠歓によって︑適切な規範に蝦疵を生ずることになったか︑

してきた︒

観察

あるいは不適切な観念を形成することになったか︑あるいは両

に完全な行為綱領を与えるべきであると信じてきた︒これによ

積極的な命令はしばしば否定的な内容をもつことにな

相当に十分な︑相対的

者を結びつけることになったかを決めることは︑評価にとって

って︑

しかし他面︑裁判官には︑

はどうでもよい事情である︒立法上の欠落が補充されるだけで

る︒これらはともに︑原則として︑立法上の規律の阻げとなっ

る︒発生史的には二つの虫酸群は多くの場合は共通の帰属であ

た諸利益を害するような事例があることを認識することにもな

であるかどうかを吟味することに基づいてなされる︒

律を完結的な秩序と把握し︑それ故に消極的内容昂二般に認め
た︒この前提からは︑彼が法律要件の欠歓︵真正の欠敏︶を否

常的にありうるものとされる欠鉄補充の妨害︑つまり︑本来の

︵513︶

二つの形式は判決においても相互に十分には区別されていな

いてのこれとは無関係．の他の事情に条件づけられている︒

鰯述の区別に左右されるのではなく︑主として︑具体的問題につ

118
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しかし︑命令観念が利益に反し︑その事例を予測せず︑理疵あ

われる︒裁判官は︑欠敏を意図に即して補完しようとするが︑

り︑これがさまざまの広がりと︑とくに様々の強さをもって現

令内容の範囲内における区別が尊重されねばならない︒他の観

制限は︑命令の訂正にとっては非常に重要である︒ことに︑命

利益がこれに反すれば︑命令をこえることは許されない︒この

中心となった核︵内︒憎づ︶と周辺︵＝o持論①巳︶︑

るものでも︑これに無条件に従おうとする場合には︑補充を諦㎜
めるか︑あるいは正当な歴史的認識を放棄せざるをえないこと

張せずに把握された要素とを区別することができる︒

命令訂正の権限と義務を保障することによっ

より強大である︒積極的規定の消極的内容が︑前述のように︑
鞄魔ﾌ範囲において認められる︒しかし︑まさにこの消極的内

利益は︑命令規定の中核における方が︑その周辺におけるより

中心領域におけるよりはるかに多い︒しかも第二に︑安定性の

に立法上の観点の範囲の限界に存する事実状況における方が︑

よる︒第一に︑観察の欠敏や命令の蝦疵がありうるのは︑まさ

︵菊き傷︶にかぎられる︒それは二つの根拠に

ところ

つまり余り緊

が非常に多いだろう︒命令形成の二つの形式を根本的に認める

で︑逸脱が許されるのは︑非常にまれな例外を除けば︑この周

念におけると同様に︑命令者の命令の観念においては︑注目の
へ

者だけが︑命令秩序に欠陥がある場合にも︑認識された法律目

︵国︒︷︶や﹁辺﹂

︵制限︶

︵613︶bロ馬ミ亀醤斜PO●○∩・ω︒︒㎝陳・の論争を参照︒

て︑正当に強調されている︒

︵5互3︶そのことは︑歯腔噂℃o巴画く︒ω即Φo葺Qっ．ω膳に
舞よっ

的を実現することができるだろう︒

5

て︑歴史的に認識できる命令観念を無視することを︑何らかの
仕方で︑促すことになってはならぬこともちろんである︒歴史
的な命令観念は︑原則的には︑社会的な利益を認識するための
最も確実な手段であって︑それ故に︑拘束力をもつ︒さらに︑

命令を拒否する場合には︑裁判官の自主性を一般的に制限する

︵713︶

容は︑原則としては︑この観念の周辺のぼやけた領域に属して
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

いる︒それ故に法律の補充の任務において命令の訂正が許され

るのは︑殆んどつねに︑﹁周辺の訂正﹂︵詔書げ①ユ9鉱αq§σq︶

だけである︒非常にまれな例外的事例︑つまり非常に重大な立

法上の冬蔦においてだけ中心部が問題にされることがある︒時

さらに拡がる︒すべての場合において︑固定した規範を形成す

代的に適合させる場合および調整する場合には︑命令の訂正は

ることはできないことによって︑裁判官の法形成に付される制

●

︵813︶

限が重要なものとなる︒

（1

ことがとくに有効となる︒命令が現存する事実状況のために定
められたものではないか︑あるいは蝦疵をふくんで形成された
ものである場合にだけ︑裁判官は命令を超えることが許される
ということは︑上に強調した︒この条件のもとでも︑安定性の

119
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︵713︶上述一七三頁以下︒

この指導原理は︑こうした内容にょっ

︵⁝⁝︶上述一八二頁以下︒

︵主な正当性︶
︵913︶

て︑法社会の自律性と矛盾することも︑歴史的な命令解釈の原
則と矛盾することもなく︑ これらと共に作用することによっ
て︑直接に促進される︒法社会の自律性は︑法律において妥当
すべき諸利益を満足させることを︑裁判所に義務づける︒命令
解釈の原則の教えるところによれば︑この目的を達成しうるの
は︑包摂が論理的に可能であればつねに命令観念に包摂するこ
この結果にお

とによるのではなく︑ 包摂が立法上の利益を害するのであれ
ば︑ 包摂を断念することによってだけである︒

いて︑われわれの解釈理論は歴史的な観念の探究とは区別され
る︒この﹁主観的な﹂解釈理論は︑命令観念の調査によって︑

その終局目的を達成する︒ それ以上の法律内容は存在しない
し︑ピアーリンクにおいて明確に示されるように︑裁判官は確
定的に拘束される︒これに対して︑命令観念には裁判官の保護
すべき社会的利益を認識する手段だけをみとめるとすれば︑認
められた命令観念に事実状態を包摂することを拒否することが㎜
終局目的となりうることもよく理解される︒
︵鵬︶上述＝二頁以下︒

︵制限解釈︶

ある事実関係を含む個々の命令の訂正や

否定は︑今では実務上も︑たしかに論理的な処理がつねに認め

7

られることがなくとも︑たえず行なわれている︒その際には︑

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

鼾№ﾉは︑制限が許されるものと取り扱われ︑食い違いが文言

よって︑文言に適するよりはより厳格な法律要件が要求される

落さるべきではないと思う︒特に認められる全体的目的観念に

そして全く許容されるものとして︑行なわれていることは︑見

ないのである︒この二つの手続もまた︑制限的な解釈として︑

いる︒立法者は正しく表現したが︑全く正しく考えたわけでは

それによって命令が事実上訂正される場合には︑同じ名称を用

括的な法律要件の観念が利益に適合した事実状態に制限され︑

に考えたが不当に表現したのである︒しかし第二に︑非常に包

態を含む表現をとっていることが明らかとなる︒立法者は正当

適合して形成された法律要件の観念が文言上はなお他の事実状

文言の訂正である︒歴史上の探究によって︑認識され︑利益に

いて︑二つの論理的に区別すべき事象が指摘される︒第一は︑

現によって︑﹁拡張的解釈﹂と同様に︑そしてより高い程度にお

︵023︶

型的な事例は︑﹁制限的な﹂解釈にみられる︒この教科書的な表

ヘ

この指摘によってすでに示されているように︑周辺訂正の典

歴史的な内容と比較して制限される︒

ぎない︒それ故︑限界領域だけが否定される︒命令観念はその

れるのではない︒ただ︸定の適用事例について暇疵を含むにす

周辺の訂正が典型的である︒命令がその全内容において否定さ
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上の旨旨によるものか︑あるいは命令の愚説によるものかを吟

項および四項についての大審院︵四々︒冨σqΦ甑︒簿︶の判決︑

命令制限の事例を示すものとして︑

む

−合には︑これは双方にとって平等でなければならない︒﹂

に四項によれば﹁この条項に反する合意は無効である︒﹂

さら

へ

大審

﹁このような結論︵行為補助者に有

れている︒立法上の要素として︑二つの事例群が考えられ︑異

在することになった︒しかし︑この観念は文言上正しく表現さ

の法律要件要素は︑たしかに考えられた事例においては確実に
ヘ
ヘ
．存在す
るが
︑ヘそれヘ以外へに︑考えられなかった事例においても存

な事例を対置することはなかった︒その結果︑形成された命令

をうける非常に多発の事例だけを考えたが︑これに対してまれ

から保護しようと努力する場合に︑期間の差異によって不利益

命令訂正の典型的な法律要件を示している︒行為補助者を搾取

確かに認められる︒﹂判決は結果においては全く是認できるが︑

利な不平等の排除︶が法律とは結びつけられなかったことは︑

よって︑根拠づけている︒

︵223︶

明らかな通りの法律の目的に対応するものであるということに

大審院はこの制限を︑もっぱら︑その成立史と法律自体から

期間を与えた場合には︑この不平等を適法と表明した︒

院はこの規定を︑不平等が行為補助者に不利である事例に限定
い︑行為補助者に有利に合意され︑補助者に主人より短い告知

ヘ

契約によって短期または長期の告知期間が条件となっている場

﹁︵行為補助者の雇用においては︶

六

商法典︵出Oしd︶六七条一

味するまでもない︒事実︑法律の意図と文言の区別だけは認め

八巻三一七頁がある︒

へ

解釈すべき条文によれば︑

られるが︑心理的な事態は認識されない場合には︑こうした前
提組題を決定することが全くできないことも多かろう︒区別の
ない取り扱いができることによって︑命令の制限もまた許され
るものとして妥当することが証明される︒まさに︑法律文言を
注意深く選択する場合には︑多くの事例において︑ありうるこ
とあるいは確実なことは︑次の通りである︒つまり︑余りに包
括的な文言は必要な制限を看過ごしたことに基づくもので︑こ
の制限に気づき︑意識的に制限しようとしたが︑この観念を文
言として表現するに至らなかったことに基づくものではない︑

日常において

ということである︒制限的な﹁解釈﹂という言葉によっては︑

文言上の訂正に関連する根拠は提供されない︒

も︑ 認められた命令観念を目的に適合させることを︑なお解
釈に入れることを常とする︒二つの理論的には区別できる行為
も︑まさに実際上の実行においては溶け合うことになる︒わが
実務が行なっているように︑命令の目的を実現するために命令
を制限することは︑なるほど︑論理的な評価にとっては︑認め
ヘ

られた内容の観念の変更であるが︑一般的な生活上の観察によ
れば︑決して不服従ではなく︑意味に適合した補完にほかなら
ない︒ この意味はまさに内容の観念に制限されるものではな
︵123︶

い︒

ほとんど核の訂正に隣接するが︑十分に是認できる徹底した
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なった取り扱いの観念があったという仮定は︑文言上の規則に
よって︑完全に排除される︒このような観念からは現在の見解

ユ

補助者に有利な21

提にしていることがしばしばである︒所有者のイミシオーン受
︵3︶
忍の規定を他物権に転用する者は︑権利者のために乱せられた

㎝般的保護命令を制限している︒プラチナを鉱業権の対象にし

ょうとする者は︑土地の構成要素を土地所有者へ割り当てるこ

が出てくる余地は全くなかろう︒ それ故に︑

場合には法規を適用しないということは︑方法論的に評価すれ

︵編纂過誤︶

少なくとも私法では圧倒的に認められて

︵323︶上述一七四頁以下参照︒

とを制限せざるを得ないであろう︒

9

時間的な適合を図るときと調整をするときに

122
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ば︑命令の訂正を含むことになる︒

︵023︶上述一九六頁参照︒

︵122︶上述三五頁以下参照︒
︵223︶ミ管︑§象さ︑．9・鉾○．○︒・ω自．ω命がこの判決を重

いるのは編纂過誤である︒この領域においても︑命令観念の暇

い遡広い艘1零訂正のそれ︵訳嚢︶iを形成して

で﹁立法者の意思に即して述べた﹂とし︑

疵はその他の毅疵からまったく区別できない︒誤植が立法者に

黒したのは正当である︒しかし︑彼が︑大審院はここ
法目的﹂についても︑歴史的な法目的についてと同様

よって認可されている法案を歪めてしまっているとしても︑命

﹁社会的な

に︑尊重する価値がある︑と指摘している場合には︑

︵調整︶

ﾍ︑もっと広い拒絶i命令のそれ︵訳者註︶一が必要とな

10

︵遇︶上述一四五頁註︵⁝⁝︶参照︒

ではあるが︒

くんでいる︒もっともそれは観念の景において行なわれるそれ

文を復させることは歴史的にみとめられる命令観念の訂正をふ

うが︑しかしもともと包括的なもので︑解釈によって元来の条

令観念はこの条文の内容に号せられる︒それは不明確ではあろ

︵菊磐臨げ①ユ︒簿茜巷αq︶

︵吉村︶

私は彼に賛成することができない︒

8 ︵類推の側面効果︶ 縁の訂正

という意味での命令制限の承認は︑法規類推の承認からも一般
的に生じる︒法規類推だけを承認することは︑二つの作用が条
件付け合って同時に起こるところでは貫徹し得ない︒そして︑

そういうことは思いのほか多いのである︒拡張解釈ないしは所
与の法規の類推的拡張は︑普通︑ある大前提もしくは逆の事を
命じている類似規定︑すなわち二者択一的規範の制限解釈を前

2 12

ヘック・法解釈と利益法学（四）

︵523︶

る︒最初の点については︑ラ！バント︵鑑σきα︶すら無視説
W﹃凶無§σqの9①︒﹃δ︶を主張しているということに言及す

正が必然であり︑躊躇なく実行されているということは争い得

ないであろう︒もちろん︑そのような事例でも︑イニシアチブ

の制限が関与するであろう︒矛盾した評価を示すような法秩序

鵬は︑多くの領域︑たとえば憲法で︑基本的秩序を不確実にし裁

︵623︶

判官の判決の変遷にゆだねてしまうような状態に比べればはる

かに現実的な価値をもちうるのである︒

︵523︶上述一七七頁参照︒

︵非典型事例︶

これまで述べてきた命令訂正の承認さ

︵62り0︶上述一八九頁以下参照︒

11

れている事例は︑もっぱら︑法規目的に即して訂正されるよう

な典型的命令が存するという共通の一事を有する︒観察欠敏︑

評価の不一致︑編纂過誤は︑今日︑もっとも多い環疵の原因で

ある︒しかし︑次のような場合に裁判官に同様の任務が承認さ

れないか︑が問題となる︒すなわち︑非典型的瑠疵が事例の個

別事情から来ていて︑立法上の効果利益はただ命令内容の改造

︵qヨαqΦ三巴εづαq︶によってのみ守られ︑安定性の利益がなん

ら障害とならない場合である︒私は︑この問題は基本的には肯

定されるべきだと考える︒一般的に承認されている事例以外に

ある内容観念にも優越するものでなければならないし︑裁判官

おいても︑法規の意図は法規の用語だけでなく︑用語の背後に

個々の問題の解決についていかにさまざまに考えようとも︑

は立法者の﹁真正の意思﹂を発見し実行しなければならない︒

より複雑な課題が生じる︒

認められている利益を害することがしばしばである一から︑

絶対的無効の制度1それは他の命命によって保護に値すると

の特別法による制限が単純な例を示す︒たとえば︑法律行為の

命令の︑それと矛盾する個別命令による制限︑すなわち一般法

難な他の問題に遭遇する︒周知のような︑一般的に考えられた

する︒しかもその上になお︑我々はあるいは単純なあるいは困

命令の類推適用によって制限することは︑部分的にはこれに属

てさえ守ろうとする要求に屈してしまう︒前述の︑命令を他の

い︑保護に値すると認められた利益を歴史的な命令内容に反し

れば害されかねない法的安定性の理念への考慮は︑多くのばあ

の矛盾にぶつかり︑調整が必要となってくるのである︒ともす

の命令を基礎づけている評価と︑もう一つの命令ないし評価と

ということは︑明白であり承認される︒ところがその上で一つ

一つが譲歩しなければならないか︑両者が訂正されるかになる

接に相反する命令は︑同時に実行し得ないので︑それらの内の

例が出される︒二つもしくはそれ以上の︑その内容において直

れば十分であろう︒調整問題については︑特別な性質を持った

ｿq

調整問題の場合には︑個々の歴史的に認められた命令観念の訂
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（一

もちろん︑その場合︑漂砂の危険︵空泣㊦ぴ鈴巳ひqΦh呂円︶と限定

可能の必要性が顧慮されなければならない︒私は帝国財政改革
から見本例を引きたい・ 一九〇九年七月一五日の帝国印紙法

は︑死三年七月三日の法律によ．て変更鉱たのであるが︑4

者の誤解のために失うというようになるべきではない．法規命％

い

蛉雛欝臨調蒙息音甑謹縦御毅諜鱗賜卿

では︑命令が制限されるというだけでは足らず法規の命令内容

朔贈雛醐雛甥繍麓は豪瓢勲α馳控獄姻

訂正︵密三内暫邑が必要である︒この結論は︑それ

故蕪記名会社︵量目景げ凝＄・琶けΦ昌︶に関しては明白に

決定的である︒しかし︑漂砂は決してやむことがない︒もしそ

国法は旧恩ほ異なり別の炉塞採用した・免除は︑茎あ

あろうか︒これらの事例では︑規定は不合理なだけで実行がで

きであろうか︒有限責任会社や鉱業会社はどう考えればよいで

れが記名証券を発行するならば︑この会社形態をど・つ考えるべ

会社について︑社員の ﹁人数﹂ を標準とすることになってい

きないわけではない・ここではもちろん︑不合理というだけで

事実判断におけるそれを考えた場合である︒法規の規定が︑事

る︒基本思想からのこの逸脱が﹁平均規範﹂︑﹁単純化された計

いてであろう︒しかし︑この規定は︑他の会社形態のように持

実関係についての錯誤に基づいてつくられている︒法律行為の

＋分であり・それ故︑この事例では合名会社にいた至まで全領

株式会

算法﹂として正当とされるのは︑せいぜい︑たとえば合名会社

ち分が証明できるところでは︑ヒ完全に不く口理である︒

術語を使っていえば︑動機の錯誤が想定されることになろう︒

域で改造を行なわなければならないと信じる︒更に困讐問題

社︑株式合資会社︑権利者に持ち分証書を発行している移民会

表示説の信奉者は︑訂正をただちに拒否するにちがいない︒し

や税率二上その後に挙げられている会社のように︑財産の持ち

社では︑この規定は︑しばしば単に不合理となるだけでなく︑

か一︶・表示説は支持し得ない︒法律行為の場A・に動機の錯誤が

が生じるのは・明白な過誤それも編纂における過誤ではな≦︑．

株主の人数はふつう知られておらず絶えず変わっているので︑

法規の解釈の場合には問題にならない︒生活におけ．器令解釈

重視されないのは︑受領者の信頼利益に基づくのだが︑それは

実行不可能にもなる︒法の適用はいかにあるべきであろうか︒
ら
株主が彼に保証されている利益保護︑すなわち印紙免除を立法21

分ではなくて社員の数がすぐに証明できるような会社形態につ

な基準は︑会社財産に対する社員の持ち分である︒しかし︑帝

前から実質的な利害関係者だったのだから︒免除にとって自然

る︒ というのは︑ 社員は彼が得る権利との関係ではすでに以

の部分的免除を認めている︒ これはまったく正しいと思われ

他の法律と同様・会社財産を会社構成員へ譲渡する場A．に印紙雛

資料

ヘック・法解釈と利益法学（四）

つとも安全に守られるのは︑見落とされた関係が新たに生じて

機の錯誤も考慮している︒法規の場合にも︑立法上の利益がも㎜

は︑上述した砲兵隊の例が明らかにしているように︑明白な動

適用の余地がある︒

すべての会社形態︑従って資本会社についても︑その

規定している︒しかし︑計算の基準は残されており︑

c︶︑

不動産のかわりに一般的に﹁平ないし権利﹂と

いる関係と同様に取り扱われる場合である︒他方︑事実の確定

法の税率表二五号参照︒

︵823︶たとえば︑一八九五年七月三一日のプロイセン印紙税

事実の錯誤が立法関係者すべてについて一様に決定的であった

権の対象になる財産で当該社員の会社持ち分に相当す

は立法者に留保されている利益評価と密接に結びついている︒

ということ︑もし錯誤が存在しなかったなら社会的利益はどの

る部分は算入されない︒﹂

﹁印紙税の計算の場合︑社員

ような結果を導いたかということは確定できないのが普通であ

︵90乙3︶切鳶ミ蹟︵勺﹃ぎN首δ巳Φ篤①繕ω・卜︒o︒⑩︶とGリミ§馬

いた︒

︵補完説による承認︶

命令訂正の実際的取り扱いとと

では︑強い安定性の利益が訂正的解釈に対立してさえ

明白ではないように思われる︒のみならず︑この事例

として使っている事例では︑錯誤によるということが

る︒従って︑そのような事例における命令訂正は決して原則的

︵不動産譲

︵￠コ器器閑8窪ω・￠巳切①oq﹃一律ωげま§◎qω・卜︒刈︶が例

一九〇九年七月一五日法の税率表一一号

12

に排除されるわけではないが︑ただ︑この仮定の確認が困難な
︵923︶
ために非常にまれにしか生じないであろう︑と信じる︒
︵723︶

渡︶は︑cで課税の対象として次のことを表示してい
る︒﹁株式会社︑株式合資会社︑鉱業会社︑有限責任
会社︑合名会社︑合資会社︑移民会社ないしこれと同

もに︑こんどは︑あまりはっきりとではないにしても特に補完

・

等の会社︑民法上の組合ないし社団︑協同組合から会

へ

利益における客観的意味の理論に表われている理論的承認にも
ヘ

社財産を社員もしくは社員権 ︵ωo巳Φお茜Φ三ロヨ︶の
ヘ

注目しなければならない︒
ヘ

相続人へ譲渡すること︒﹂ 計算に関する補足は次のよ
ヘ

これを基礎づける中核思想は︑その自覚的な主張者達にみら

ヘ

うに言う︒ ﹁社員権の対象となる財産で社員の人数に

れるように︑歴史的に認識可能な命令観念が単に不十分である

へ

従えば当該社員の分け前になる部分は︑印紙税の計算

だけでなく︑そのままのかたちで適用されるのは相当でないこ

ヘ

の場合に算入されない︒﹂ 一九＝二年七月三日法は会

とが多いということである︒それ故︑次のことが立法者の一般

ヘ

社形態を区別して挙げており︵税率表一号︑a．b．
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的に認識可能な命令意思ではなくて︑それによって﹁生活関係

的意思ということになろう︒すなわち︑法規の用語には︑歴史

る︒我々の﹁縁の訂正﹂が彼の場合﹁制限﹂︵即Φω併門一犀辞︸O昌︶

我々が強調した二つの内容的に異なる変種をすでに区別してい

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ヘ

ヘ

の﹁法規の意思﹂という

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

﹁解決不能な疑

﹁法規は︑合理的に解釈する民族精神がそこから
ヘ

ヘ
ヘ

的なのは︑立法者にとって法規制定の動機であった個

問が法規から生じる場合︑真の法的意思に関して決定

引き出すものを考え意欲している︒﹂

ヘ ヘ

照︒

表現参照︒また︑切ミミ鑓噛旧き鳥90ゴω．ホ①．心昭参

︵⑪33︶斜﹃§3口磐⊆σ煽07ω●ω刈

に相当し︑ ﹁核の訂正﹂が﹁修正的変形﹂ ︵oげ9︑巳巽コα①dヨ︐
が目的的かつ調和的な方法で﹂秩序づけられるような意味が付
︵033︶
7
≦9巳ξ昌σq︶に相当する︒
与される︑ということである︒ここで想定されている一般的意21

ヘ

人的見解ではなくて︑対立している解釈の一つがもつ

合理的根拠の重さである︒法的不明確性があるのは︑

諸根拠の重さがひとしいときである︒﹂

︵無視説︶ 我々の見解と並んで︑不真正欠歓の他の取

︵鋤︶冨茸99H窟ω嬬閏＝巳臼Q︒●一一♪一一〇・

@13

り扱い方法︑すなわち﹁無視説﹂がある︒それは︑我々がすで
︵233︶

に時間的適合の際にみたものであり︑法規の執行に関しても主

張され︑実務上︑意識せずに誤って行なわれることも少なくな

﹁法規﹂と

用語とを同一視しているが︑やはり歴史的な法規目的の存在に

我々が強調した﹁法規﹂の下位概念を区別せず︑

い︒
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思は︑私としても完全に承認しうるし︑社会的利益の要請にも
かなっている︒その内容についての考え方の相違も︑さしあた
りここでの問題にとって決して重要ではない︒客観説は︑かの

ヘ

へ

﹁客観的意味﹂の認識はその目的にむけられ︑それ故たとえば
ヘ

購入品の澱疵︵訳き貯ぎ三一︶を錯誤に入れることのように︑
ヘ

歴史的には真実だが矛盾を生み出す観念は意欲されなかったも

のとして認識される︑とする︒我々の見解は︑とらわれない認
識の必要性を主張するが︑そのかわりにその結果を拒否する可
能性を認める︒ 最終的結論は同じである︒ ただ︑二つの機能

の意識的区別はその混同より効果利益によりょくかなうと信ず
る︒

しかも︑ 立ち入って考えれば︑ 歴史的解釈をとれば必然的

に︑裁判官に上述の範囲での命令訂正を認めることになるとい
うことが明らかとなる︒この明白な承認をすべての事例につい
て拒否し︑しかも文言法学を避けようとする者は︑客観的解釈
のヴェールをかぶった認容へゆきつかざるをえない︒歴史的解
︵133︶

釈のもっとも徹底した主張者であるエンネッケルスがやはり明
白に命令訂正に賛成しているのは正しい︒エンネッケルスは︑
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︵333︶

目をつぶることのできない者は︑ 命令観念を完全にとび越え
て︑法規規定を立法者が観察した利益状況にのみ関連づけるこ
とになりかねない︒この原因たる利益状況は︑ついで︑法規の
要件に投影され︑ 条文に定められている要素と取り替えられ
︵433︶

る︒この取り扱いでは︑すべての観察欠敏が必然的に真正の命
令欠敏をもたらすことになる︒観察されなかったものは︑まっ
︵533︶

たく規定されていない︵原因が消滅すれば︑法自体が消滅する
︵8の︒︒き冨憲江8①8ωωp仲冨×昼紹︶︶︒

我々は︑命令観念は裁判官にとってただ立法利益についての
認識手段としてのみ役立つということを︑我々の方法の基本思
想として設定して来たので︑そうすると︑我々の方法はそのま㎜
ま無視説に通じるという考え方がでてくる︒なぜ裁判官はすで
歴史的目的

に認識を得ている場合にも認識手段を気にしなければならない
のか︑と︒ しかし︑これはまさに事実ではない︒

は︑第一次的事実的な利益のみを示す︒裁判官は︑判例の安定
性についての社会の第二次的利益も考慮するのである︒観察さ
れた利益状況よりも構成要件要素の方を重視することは︑決し
て単に簡潔な表示という目的に役立つだけでなく︑動機とされ
ている利益状況自体が可能にしたであろうよりもより確実かつ
︵633︶

安全な支点を判例のために提出する︒それは︑少なくとも指示
として機能する︒それ故︑無視説と逸脱説︵﹀げ≦o吝ぎづσqo窪①9

Jo︶は︑ 完全に自由なイニシアチブが許されているところで

﹁原因が消滅すれば︑法自体が消滅する﹂と

のみ︑ほとんど同一の実際的結果を導く︒とすれば︑最終的結
論のところでは︑

いう命題が妥当する︒それに対して︑無視説は︑重大な安定性

の利益が関わってくると︑完全に誤りとなる︒それ︵安定性の

利益︶が優勢であるかぎり︑反対の命題﹁原因が消滅しても法

自体は消滅しない﹂︵8ωの§8雷江§①う056而ωの舞δ×ぢ器︶

︒ｪ妥当しなければな︵
733︶
らない︒命令観念の探究のみが︑裁判官の

制限付逸脱権能と結合して︑第二次的なものをもふくむすべて

の利益を適切に考慮することを可能にするのである︒

§ミぎ§隷

たとえば

の不真正法規欠敏を除去す

o︒弓懸ミ︵O＄Φ臼§傷図8ゴけ

ミ蟄無§＆ささp・僧O︒の立場である︒以

︵233︶上述一七七頁以下参照︒

︵333︶これは︑

下の§20参照︒
雛ω︶は

︵433︶この方法で︑

ω●

る︒

﹁

︵533︶この過程をよく示す一つの実例がある︒一九〇三年八

月八日のヴュルテンベルク所得税法八条一〇号は︑

官吏と雇員並びにその親族と遺族の扶養と援助のため

に免税している︒

その理由とし

に設けられた︑公的管理下にある財団及び施設の資本

と利子からの所得﹂

て︑そのような財団は﹁本来﹂国家が﹁なすべき﹂で

あることを行なっている︑ということが挙げられてい

127

●127）

（1

44

22

料

資

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を無にしてしまうことは︑裁判官に禁じられている︒個人的利

ヘ

た︒試補時代の試補を援助する財団には税の免除は許

ヘ

益が排除されるのは当然である︒しかも︑裁判官が︑新たに公

布された法規はその全内容からして法共同体にとって有害に機

ヘ

されなかった︒というのは︑その理由づけにより本質
とされる﹁国家のなすべきこと﹂が証明されないから

能すると確信しても︑

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

裁判所がその命令を執行することをあてにしう

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

へ

﹁民族ないし当該民族グループの指導的文化層の︑明

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

した社会的必要性を明白に示している﹂場合である︒この公式

ヘ

白に認識できる㎝般的価値判断が︑彼をして決断せしめる切迫

ヘ

謔黷ﾎ︑

のような場合には認めようとする︒すなわち︑裁判官の確信に

︵043︶ ︵・・・・・⁝
ない︒ヴュステンデルファーは︑法規の目的に反する判決も次

なろう︒この法規信頼︵O①ω象Nω葺Φ琴︶の原則は︑例外を許さ

争われないし︑それに疑いをはさんでもまったく無駄なことに

述べたように︑我々の憲法の基本原則であり︑それは原理的に

︵933︶

る︒このように裁判官が立法権力に従うということは︑すでに

法共同体は︑

憲的形式をもって通用している利益に従わなければならない︒

合職をやめてもよいわけだが︑職についている限りは︑彼は立

いても︑命令について考えうる︒裁判官はそのような事例の場

びしい反対に会うことがある︒同様のことは︑我々立憲国にお

主制においては︑法規が公布のときすでに︑極めて一般的かつき

仲間の多数が彼の見解に同意してもそうである︒最後に挙げた
︵833︶
種類の事例はまれではあるが決してないわけではない︒絶対君

い︒彼の判決に同意するのが少数であってもそうであるし︑法

彼はやはりそれに従わなければならな

である︒
﹁国

bPΦpo︶に行きあた

ヘ

ヘ

ユ28
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︵633︶註︵鋤︶︹︵鵬︶の誤り一訳者︺で挙げた例では︑

家の本来なすべきこと﹂は正に﹁理解しがたい﹂構成
要件要素ということになろう︒
︵τ33︶無視説は日常の経験にも合致しない︒誰かがある利益

状況の観察に基づいて一定の要素を構成要件として設
卸し︑それに従者の行動を服せしめる場合︑彼は︑自
分の命令に主張されている要素ではなくて観察された
要素が挙げられているかのように理解されることは望
まない︒主人の考えは︑要素が存在すれば命令された
行為が行なわれるべきである︑ということである︒従
者は利益にかなった服従の領域では︑その行為が利益
に反すると思われる場合それを中止すべきである︑と

O酔一一一件Q肺①

いうことはそのことと完全に︸致する︒命令はまさに
﹁私の利益を守れ﹂︵uo鋤一く簿

る︒その中止は主人と従者から見れば完全に正しいが︑
やはり認識された個別命令からの逸脱と考えられる︒
翼 ︵法規挫折︶ 法規の変更という公式の下におこりうる
第三の行動様式︑つまり法共同体によって意図された利益保護
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はまったく融通無擬である︒というのは︑使用さ︐れている﹁一

︵143︶後出ゆト︒02﹁・蒔塚下参照︒

︵043︶牛耳ρω●ωミ・

これでは問題がずらされている

しかも︑この想定は︑ヴュステンデ

大量取引の要請より低く評価されている︒指図証券の

︵443︶七九三条二項では︑自筆署名の存在についての利益が

︵343︶三四九頁以下︒

すでに明らかにしているように︑適当ではない︒

ルファー自身の例︵ω●ωお︒︶が示し︑本文の論述が

︵25笛参照︶︒

まった場合である︒

が︑立法者の時代にあったのとはまったく変わってし

．考えている︒すなわち︑社会的生活事実や文化的見解

値判断の形成は次のような場合に初めて可能であると

︵243︶もちろん︑ヴュステンデルファーは︑拒否的一般的価

般的価値判断﹂︑﹁指導的文化層﹂︑﹁切迫した必要性﹂という概
︵143︶

念は︑非常に不確定的だかちである︒しかも︑その主旨はやは
り間接的に法規信頼の原則を殿損する︒それは︑上述した事例
︵243︶

では︑たった今公布された法規を裁判官が拒否することを正当
︵343︶

化するであろう︒ヴュステンデルファーがそのような権限の必
要性のために挙げた個々の例証は︑決して納得のいくものでは
ない︒ドイツ法に関しては︑次のことが挙げられているだけで
ある︒すなわち︑一二六条は書式︵oQo宅配ho﹃§︶の場合に複

写による署名を認めていないにもかかわらず︑指図証券の場合
にはこの代用を認めるべきだということである︒この例はまっ
たく適切でない︒というのは︑﹁無記名証券︵民法七九三条二項

後段︶について認められている許可を指図証券に類推転用する
ことは認められるし︑それで必要は満されるであろうから︒法

︵曾ミ§︑§︶という概念とのみ関係し︑一般には証

考えによれば︑一二六条は︑普通ただ法規による書式

へ

規が観察された利益状況で明らかに与えようとしている利益保22

券︵q蒔巷αΦ︶という概念とは関係がない︒商法の三

ヘ

場合にも︑同様の利益衝突が存在する︒しかも︑私の

護を拒否することは︑この例証においては︑問題にならない︒

六三条は書式についてではなくて証券についてのみ言

︵443︶

フランス法から持ち出されている二つの例でも事情は異ならな

許される命令訂正と許されない法規挫折とを

は︑ただ観察された事態での命令執行のみを要求する︒この事

区別することは︑たしかに非常に困難である︒法共同体の自治

︵限界︶

及している︒
15

い︒法規と法規の用語とが同一視されると︑異なる問題の特色
を正しく理解することが一般に不可能となる︒

︵833︶たとえばN斜9§の事例参照︒
︵933︶一三︑一四頁参照︒
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めに与えられている︒それ故︑具体的事情を観察すれば正に法

態においてのみ︑利益衝突が存在し︑法規的価値判断はそのた

的見解は正しいかどうかという問題にたちむかおう︒態度決定

に法規を補完すべきではあるが訂正すべきではないという支配

たことが語られてよいかどうかという問題や︑裁判官はたしか

﹁法規﹂

規に妥当している利益は異なった取り扱いを要求したであろう

は︑さまざまな法規概念の区別から生じる︒我々は︑

ということでまず︑法規用語にもっとも近接している命令観念

抗弁を認めても︑それは法規信頼原則への侵害にはならない︒

補充条項に一般的な制限条項を付け加え︑大審院が一般悪意の

が衝突する場合である︒それ故︑スイス民法典が二条の有名な

な種類の例外事例が生じた場合や︑さまざまな法規的価値判断

た生活関係が変化した場合や︑予想もできなかったような特別

件からのずれが生じるのは︑法規の公布の際に前提とされてい

ために︑

益に従うためにのみ︑これをすべきである︒彼は手段を目的の

他に現われているものであれ︑ただ規範的意思概念︑社会的利

しかし︑彼は︑それがこの個別命令に現われているものであれ

らだけでなく内容観念の最終像からもはなれうる状況にある︒

裁判官は︑判決の際に個々の法規命令から︑それも単に用語か

ての法規︵全体概念︶を考えうる︒我々がすでにみたように︑

に︑我々は個々の法規命令︵部分概念︶と実定規範の総体とし

︵内容観念︶と立法者の意思︵規範的意思概念︶を考える︒更

たしかに︑これらの事例においても安定性の利益がかかわりう

と︑裁判官は広義の

に従うべきであり︑

﹁全

ﾍ︑裁判官が従うべき規範は︑新説によってではなくて通説に

念と法規の全体概念とであった︒この概念が固執される場合に

の問題が提出された場合︑利用されたのは︑いつもただ意思概

﹁立法者意思﹂

さて︑通説による

る︒そのようなことが起これば︑指導的文化層の一般的価値判

体﹂としての法規を適用すべきであるとされる︒裁判官の拘束

部分を全体のために犠牲にする︒

断をもちだしても無駄である︒日付のない自署の遺言書は︑た23
2

我々は︑定式化問題︑すなわち裁判官の法規変更の権利といっ

蛤 ︵公式︶ さて︑これまで述べてきたことに基づいて︑

︵5塁3︶上述︸八五頁以下参照︒

訂正と法規挫折との区別の際にも︑歴史的解釈が不可欠である︒

れば非常にきびしく思える場合でも︑効力をもち得ない︒命令

︵543︶

とえ具体的事洌では︑それを無効にすることが素人の判断によ

から離れてよいし︑離れなければならない︒このような構成要

る︒彼は︑安定性の利益さえ障害とならなくなれば︑法規命令

と裁判官が確信しさえずれば︑法規挫折の事例は存在しなくな

130

よって正しく描写される︒裁判官はこの意味での法をただ補完

できるだけで︑変更したり訂正したりはできない︒もちろん他

︵相本︶

の概念を使用しようとする者は︑内容的に一致する指針につい

ての異なる定式化に到達できる︒

44
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G

欠敏補充

§16

価値評価による命令形成の本質が︑適用可能な基本原則との
関係でも︑また︑この行為の体系的分類に関しても様々に争わ
︵643︶

れているということは前に既に述べられた︒
︵743︶

我々の論述は︑もちろん︑利益法学内部で︑あるいは多少と

においては︑なかんずく︑規範

も類似した見解にもとづいて生じている問題に限定されるので

は あるが︑まず︑Z戸N〜δ

的な問題に注目するであろう︒残念ながら私は基本的に異なる
見解︑とくにシュタムラー︵ω甘鋤ヨヨ一①﹃︶に対する態度決定を
︵843︶

断念しなければならない︒また︑私は︑ユンク︵旨§αq︶︑ラウ
ン︵9嘗旨︶︑シュピーゲル︵ω豆︒σq①一︶及びエールリッヒ︵両訂・

︵943︶
一δ7︶等によって議論された自然法あるいは非制定法の問題を

9●

○︒

ω・

心NΦ頴●︶︒

衷ミ靴鳶．貢ぎ賦且⑦巳Φ箒︒膳

ブリュット︵恥ミ︑︑︶及びグミュール

益法学の支持者に属する︵餌︒

︵843︶シュタムラー︑

︵Oミミ︶に関しては︑

ω．自幽iおNの該当する論述を参照︒そこでジェニ！

︵O①ミ︶に関して述べられていることは︑ベロルツハ

イマー︵切ミ︒隷勘ミ§ミ︶が用いようとした﹁自由法﹂

にはより強く妥当する︒buミ︒澄ミ§ミー．￠害興ユ凶︒

OΦ三三⑦昌①ぎΦ﹃O①隷三巴ξ一ω震＆①昌N噸：お一一参照︒

︵規範的な重要問題︶

︵053︶
利益法学の基本原則によれば︑

義性が考慮されねばならない︒

︵943︶この問題の場合にも︑﹁法﹂︵幻8窪︶という言葉の多

1

価値評価にもとつく命令形成は︑裁判官が︑判決によってふれ

られる利益に注目し︑この利益を相互に比較し︑彼が法規から

取り出し︑またその他のものから獲得した価値判断にもとづい

下されなければならない︒たとえば︑用益権者のイミシオンの

断念しなければならない︒このような命令形成を﹁法創造的﹂

場合には︑一面では︑ベルリンでは一般的となってはいるが次

て相互に考量をするということによって行なわれる︒その際︑

第に不快になっていくイミシオンを阻止することについての用

と呼びうるか否か︑が規範的研究の後に2﹃●湯において手短
規範的な領域において生じる二個月重要問題は︑保護に価す郷

益権者の利益が存在し︑他面では︑日常生活の方法を維持する

131）

判決は︑このような基準によって優遇されている利益に有利に

べき利益の範囲と︑法規上の価値判断の意義に関するものであ

ということに対する都市生活者の利益が存するのである︒私見

・

かに論じられるであろう︒

︵643︶一五三頁以下︒

によると︑このような場合に裁判官は民法九〇六条の中に︑イ

（1

︵153︶

る︒

︵743︶この問題においては︑ピアーリンク︵qロ鳶ミ鑓︶も利
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すであろう︒裁判官は︑用益権者の利益が︑所有権者のそれよ

ミシオンの利益は所有者の利益に優位するとの価値判断を見出

う︒世間は︑決して別の﹁使用人原則﹂を知らない︒

い︒私は︑この問題が否定されて然るべきであると思

か否かの問題の説明を私は思いとどまらざるをえな

再審査が可能な決定や考量の範囲もまた︑個々のコン

定的なのはコントロールの目的である︒したがって︑

判所による再審理も異なる限界付けが可能である︒決

宮と異なった行為は存しない︒裁判所あるいは行政裁

成の自由︵イユリネック︶によって特徴的な民事裁判

なった類型の︑目的の選択︵ラウン︶あるいは概念形

次的な相異のみが閥題であるにすぎない︒性質的に異

合とは異なった程度でも行なわれうる︒だが︑常に漸

権威的な規範への拘束は︑もちろん︑民事裁判官の場

るべきか︑を理解することが出来ない︒行政の場合︑

いかなる方針にもとづいて役人のために例外が示され

りも決してより強い保護をうるものではなく︑したがって︑ベ
ばならないという命令が形成される︑ということを確認するで
あろう︒このような方法を利用するにあたって︑全く一般的に
︵25hO︶

は︑そして特別な委任の形式を考慮しなければ︑次のような二
つの重要問題が生じる︒﹁裁判宮は一定の法規の規範︵O①ω簿N・物

﹁裁判官は衡量

①ω昌︒﹃ヨ︶ によって保護に価すると宣言された利益を考慮する

ということに限定されるのか﹂ということと︑

をするにあたり︑もちろん直接に適用されうる規定の中にでは
ないにせよ法規中に含まれた価値判断に拘束されるのか﹂とい
うことがこれである︒古い見解の主張者は︑両方の問題を肯定
する傾向にあるであろう︒私は︑第一の問題を否定し︑第二の

トロールの制度の評価によって決定されうる︒この問

題は︑決断の原理には無意味である︒決断の原理は︑

問題を肯定したい︒ 裁判宮は︑ 法規中に特に保護されている

利益の他にも他の同等の価値のある利益を考慮することができ

再審理の可能な場合と︑再審理の不可能な場合とでい

に依存する必要がないのと同様である︒

法による再審査にさらされているかどうかということ

つも同じであり︑あたかも裁判宮の法獲得が上訴の方

る︒だが︑裁判宮は常に制定法上の価値判断に拘束されるので
︵353︶

ある︒
閑①o算ωけq︒惹§§ケqoα●ω一参照︒

の問題は今日︑行政法文献の中での詳細な論述の対象

﹁自由裁量﹂

上述一七四頁参照︒

最終的には

ミー忠ミ︑黛U霧聴①一⑦

お一ω．卜§郎

である︒

閃窃茜筈①暁解熱剥ぎ§き刷り一G︒．憩

ミ・鳶ミミ鋤

特別な委任形式︑ことに︑ ﹁行政権の自由裁量﹂が︑

特別な別個の原則にもとづきある行為を許容している
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ルリンの家屋不動産用益権者によるイミシオンを受忍しなけれ
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2

国玉ヨゆωωo昌

年男①o馨の 嶺 ⑦ 9 二 つ α q

＝昌α

くΦ﹃≦巴ε謬αq●

るであろうし︑また︑おそらくは財産権者よりもよく知ってい

に関する主人の個人的な必要性を︑受けた指示から引き出すで

O・切騨勘ド︑．Uδo陰二び一8瓢く①5α︷h窪ユ一9窪菊g茸ρ るであろう︒しかし︑彼は住居や審美的な態度や収入の不足等

μ⑩にりω・窃題二δb︒塗及びそこに示されている文献

あろう︒様々な主人の利益が衝突している場合には︑彼はこれ

このような単純な基本的な思惟

を参照︒

引き出さなければならない︒

らの諸利益を比較し衡量して︑主人にとって最も重要な利益を

﹁しか

ピアーリンクは︑具体的には同意見で︑次の言葉をも

︵353︶

って欠敏補充に関する彼の研究をとじている︒

が︑裁判官の価値評価にもとつく命令形成のために二つの上述

自己の直接の知識を利用するよう

し︑指導的原理はあらゆる状況の下で同一性を保持す

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

私見によれば︑裁判官というもの

は︑単なる執行機関ではなく︑つまり︑人間⁝機械ではなくて︑

次的な意味は誤りである︒

?っても不案内な思想のみを実現しなければならないという副
︵3︶
次的な意味が容易に含まれるのである︒しかし︑このような副

一般に流布している定式においては︑裁判官はたとえ不明確で

るようにみえる︒裁判宮は法規のみを適用すべきであるという

のみならず︑より新しい傾向の信奉者の多くの場合にも矛盾す

この指導原理は﹂見したところ︑より古い見解の主張者の場合

識を引き出さねばならない︑という指導原理を明らかにする︒

らのみならず自分自身の生活体験からも︑自己の社会利益の知

保護しなければならないのであって︑裁判官はそれ故︑法規か

めた利益は︑たとえ特別の承認が法規中に見出されなくても︑

ヘ

に指示をするということは︑裁判官は自分が保護に価すると認

︵利益保護の範囲︶

した指導原理を明らかにしているのである︒

へ

3

るであろう︒同一の評価の下であらゆる利益を出来る
限り考慮するということは︑実定法自体から与えられ

このような指導原理を検討するにあた

た原則から行なわれる︒﹂感冒蚊遣〇三①鐸①ω●畠刈鋤●国・

︵日常の経験︶

り︑再び︑日常の経験が出発点を形成すべきである︒その際︑22
7
限られた道筋により自由なイニシアチブを限定することは非常
に困難なのは明らかだが︑このイニシアチブ自体を規制してい
る基本思想はまことに単純である︒使用人は常に︑しかももっ
ヘ

ぱら主人の利益を考慮すべきであり︑したがって︑自分に知れ
ヘ

ている全ての主人の利益を︑認識手段にはかまうことなしに熟
考すべきである︒ したがって︑ 命令の欠敏を補充する場合に

も︑使用人は︑若千の直観によって自己に知られている諸利益
までも︑直接には利用出来ない主人の命令にもとづいた主人の
利益として守るであろう︒ある財産の独自の管理を委任されて
いる財産管理人は︑委任者の財産上の利益を自己の直観から知
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たとえ全く依存したものではあっても社会的利益を保護するに

をもっているのである︒

する利益の完全なカタログを有していないという限りでも欠歓

︵根拠︶

これに対しては︑

基本において︑この指導原理は決して新しい

き︑§蒔．い①ずげきプω・嵩O界参照︒

NOに対する本文とω．お①参照︒

の類推と法の類推とに限定した︒特にQ︒●お︒︒の﹀ご§●

︵453︶ピアーリンクも欠鉄補充にあたりやはり裁判官を法規

あたり︑立法者の補助者なのである︒

著名なスイス民法一条にはこの指導原理が含まれている︒裁
判官が欠敏を︑彼が﹁立法者であるとすれば﹂判決したであろ

@4

ものを有しているわけではない︒類推による法形成の場合︑こ

とに立法精神からの類推︵法類推︶の場合には︑以前からひき

つづいてこの指示がなされている︒ただ︑裁判官が自分が保護

に価するとみとめた利益を法規の中で保護されている利益と﹁
︵553︶

同一視する﹂ことによって︑おそらくその実行が糊塗されてい

るにすぎないのである︒しかし︑このような等置は︑正しく行

なわれる場合には︑外形上のメルクマールの比較にもとっくの

ではなく︑生活経験から生じた利益の認識や︑その保護の必要

性の同等性にもとづいているのである︒我々は︑その例として

上に度々のべた問題︑すなわち︑都市の不動産用益権者は︑所

有権者に義務があるように︑イミシオンを受忍しなければなら

ぬ義務があるのか否か︑を取り上げよう︒私は︑ある者が用益

﹁イ

権者に都市生活を中止せしめるような権利を認めるであろうと

は思わない︒裁判官はすべて︑次のように言うであろう︒
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うように補充すべきであるとするならば︑裁判官はその他の法
規の中で特別に保護されている利益への限定からも解放されて
いることになる︒というのは︑立法者というものは以前には見
落したかあるいは新たに発生した利益を考慮するのをためらわ
ないであろうからである︒しかし︑これと同じ原理は︑民法典
︵切Obd︶が裁判官に許容している自由な地位からドイツ法につ

いても明らかになるのである︒この自由な地位は︑立法の可能
性が決して十分なものではないという認識︑裁判官の日常生活
上の知識に生じた信頼︑裁判官の社会的利益を認識し判断する
能力という点にもとづいている︒数多くの事例において︑白紙
委任や白地文言によって︑すなわち善良の風俗や人生観を指示
することによってこの信頼が表わされているのである︒法規中
では特に言及されていないような一般的な文化的利益であって
も︑それが特に法規中で保護されている利益と等価値である場
合には保護をうけるべきであるという点にこの承認が見られる
べきである︒我々の法秩序は︑法規の中で承認されている利益
が全て命令によって保護されている訳ではないという意味にお
いて欠歓のあるものであるというだけでなく︑保護をうけるべ
き全ての社会的利益を法規が特別には考慮せず︑保護を必要と

2 29
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所有権は用益権よりも統計的にはずっと数多くみられる権利で

と︒しかし︑実際にイミシオンの利益は同一なのであろうか︒

ミシオンを受ける者の利益は︑全く同一であり︑したがって︑
用益権者の権利がそこから由来している所有権者よりも用益権
者の方をより強く保護すべきであるという根拠は何もない﹂

もっている訳ではない︒しかし︑この解明は︑それにもかかわ

ことになろう︒したがってこの指導原理は決して新たなものを

る︒上述した指導原理を否定するのは実際上文言法学に堕する

や制限の場合には裁判官の生活上の知識が協力しているのであ

りも格段にすくない︑ということからのみ明らかにされる︒同

ある︒イミシオンについての一般的な危険は︑所有権事例の場

らず︑等身が外形的な阻止事由にはあたるが利益を比較する際

ヘ

合には用益権事例の場合よりもずっと大きい︒このような統計

に考慮すべき手続にとっては有利なような利益を保護するのに

ヘ

的なちがいが等置を阻止しないのはなぜであろうか︒法規は決

意義がある︒この指導原理が︑重要性の点ではさらに優ってい

ヘ

して手がかりを与えはしない︒反対なのである︒九〇六条を拡

る第二の指示によって補充され限定される限りそれは全く無難

ヘ

張しないということは︑まさに︑法規がこのちがいを考慮して

なものなのである︒

様のやり方で︑法創造の古い定式の場合︑すなわち拡張の場合

いるということを表わしているように思われる︒それにもかか
わらず我々が同一視をする場合︑これは生活体験にもとっくの

︵553︶肉罫ミ§p鋤・○・ω・︒︒ミ．参照︒

ヘ

ヘ

へ

も

へ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

へ

日常の第二の指針は︑裁

であって︑統計的には稀な危険といえども保護を要するに十分

ヘ

︵法規の価値判断への拘束︶

︵653︶上述一七五頁註︵脚︶︑一八六頁註︵蹴︶参照︒

o

5

な重要性を有しているとの見解と判断とにもとづいているので

︵653︶

ある︒このような独自の判断のからまりあいは反対の事例をも
説明している︒境界を越えた建造物の場合︑法規定の関係はイ23

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

判官が命令形成をする場合には︑法規の中に含まれている価値
ヘ

ミシオンの問題の場合と全く同一である︒大審院は︑地役権に

判断に拘束されているということ︑すなわち︑裁判官は立法者

の意味において欠鉄を補充すべきであるという指導原理を生む

へ

対する所有権制限の適用を否定した︒私はこの判決が不当であ
ると考える︒しかしそれは︑私の信じるところによると︑そも

て適用されうるという限りでのみ意義を有しているだけではな

のである︒法規というものは︑単に法規命令が直接包摂によっ

越えた建造物の場合にそれが起こりうるのは︑生活経験上︑越

く︑

そもイミシオン問題の場合には起こりえないであろう︒境界を
境建造物の除去によって生じる一般的な利益の損失が︑用益権

という限りでも意義があるのである︒法規は︑裁判官が包摂を

それは同様の﹁遠隔作用﹂︵男￠ヨ惹美巷αq︶を有している

者のイミシオン禁止によって生じるであろう文化的な危険性よ
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ヘ

ヘ

ヘ

ユ

評価された利益対立を判断するに際して立法者が排除した観点

遠隔作用は︑法秩序の﹁消極的内容﹂にも及ぶ︒法規の上で

いが容易に見出されうる﹂ような利益のみが問題になりうるの

ヘ

越えて新たな命令を作る場合にも裁判官の行為のための基準と
ヘ

である︒
ヘ

なる︒

へ

さてもちろん︑この・．小うな法規の遠隔作用は︑歴史的な利益23
ヘ

探究によって初めて可能となるのである︒命令観念のみを問う

は︑規定されてはいないが同様の事実においても考慮されては

立法者
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ものは︑その基礎にある価値判断を認識しないであろう︒そし

ならない︒たとえば︑我々の民法においては権利平等の思想に

よって支配されている︒欠歓の補充もまた︑一面的に貧者を富

拘束力を有

する法規の価値判断は︑実現することの出来ない観念なのであ

者に優位せしめてはならず︑墓本的には︑裁判宮の確信によれ

て︑法規と文言とを同一視するものにとっても︑
る︒したがって︑このような指導原理は︑とりわけ︑法規に忠

︵理由付け︶

はならないのである︒
6

次のような考察から明らかになるのである︒

た自由な行為のために否定されるべき場合︑この目的は無に帰

う点にある︒保護される利益の考慮が包摂事例に限定され︑ま

官による欠鉄補充の目的と正当性は社会的利益を保護するとい

保護思想は実現されうるし︑また実現されるべきである︒裁判

や命令の過誤からは排除されているのだ︑ということによって

保障されるのである︒まさに抑制作用というものは直観の欠歓

を達成することが出来ないので︑裁判官にはより自由な地位が

れた段階秩序の中で保護しようとする︒単なる包摂はこの目的

︵753︶

は︑彼の命令によって一定の利益を︑ことに彼によって確定さ

付けは︑

我々の第二の指導原理のより詳細な理由

も一定の宗派や国籍に不利あるいは有利な取り扱いがなされて

ﾎ︑かような方向が社会の諸利益に適合している場合であって

実な利益法学を独特の自由法理論から区別しているものなので

般的な制限が妥当している︒現存の法の中で﹁考慮されていな

明らかになるのである︒またこの制限には︑イニシアチブの一

利益選択という誠に本質的ではあるが正当なものである制限が

る︒かくて︑第一の指導原理において裁判官に保障されている

に反し︑既に評価済みの利益には法規上の価値判断が基準にな

断から引き出された限りで価値判断が存するにすぎない︒これ

られた利益と矛盾する場合には︑より深いところにある価値判

立法者がいまだ考えてもいなかった新たな利益が法規．上で認め

断が﹁予め存在している﹂限りで生じるべきであるにすぎない︒

もちろんこの拘束力は︑判決されるべき紛争のために価値判

ようとしていることに基づいている︒

さしく客．観説を通して︑法規．の効力を文言上の拘東力に限定し

む︒もちろんこの二つの対立は︑おそらく自由法の提唱者がま

ある︒ しかし︑この指導療理は︑ 客観．説に対する対．立をも生
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矛盾し︑日常の命令生活とは全く無縁の立場を取ってはならな

であろうかということを全く無視して︑このような内容的には

してしまうことになろう︒立法者にはどのような契機が存した

のであるから︑いまや︑民法九〇六条の中に含まれている相異

受忍を包摂によって得たのではなく命令形成によって獲得した

う︒いかなる裁判官といえども︑彼は用益権者のイミシオンの

へ

から独立して全ての個別性を︑彼にとって純粋に個人的に正当

ヘ

い︒命令に関して裁判官の地位が自由になればなる程︑立法上
ヘ

で且つ衡平であると思われるように形成しうる権限を有してい

ヘ

︵臼53︶︐一七頁5︒

︵法的安定性︶

法規上の価値判断を考慮すべきである

指示でありしたがって常に考慮すべきものなのである︒

関連している場合に︑利益を保護するための︑裁判官に対する

いた一定行為の命令でもなく︑むしろ︑法規は︑一定の利益が

いうものは︑関連性を欠いた文言の複合体でもないし目的を欠

として妥当しており︑私見によればこれは全く正しい︒法規と

じことが妥当しているのである︒法規の遠隔作用は自明のもの

るのだという思想に至るものはないであろう︒他の事例にも同

の効果利益を保持するためには法規の遠隔作用がそれだけ重要
なものになってくるのである︒

︵法慣行︶ もちろん現実の法慣行は︑裁判官をして︑

社会の全ての利益が問題になるにすぎないのである︒

のである︒判決利益の場合︑私法の領域では︑結局︑

にもとづいているのであって︑それは再び利益顧慮な

て価値判断を規定している社会的な利益からの関連性

︵謝︶若千の不明確な事例をのぞけば︑相互に対立した諸利
益の考量も判決利益︑それ故︑より深いところにあっ

7

8

ということは︑それが本質的に裁判富の命令形成の同等性と予

自由な解釈の領域で法規上の価値判断を守ることから解放す
る︑ということからは非常にかけはなれたものである︒反対23

見可能性を促進しまたそのことにより︑裁判官の自由な地位に

へ

に︑裁判官による命令形成の主要な形式たる類推は︑法規上の
ヘ

対して加えられている疑念を和らげるのに寄与しているという

ヘ

するのは非常に困難でありまたその帰結においては非常に危険

ことからも命じられッ︑oのである︒法規の基礎なしに利益を衡量

価値判断に密接に依拠するということによってその顕著な特色
︵853︶

をえたのであった︒しかし︑上述した例において用益権者にイ
ミシオン受忍の義務を課す者は︑たとえば民法九〇六条が所有

な任務である︒

たとえば国際私法の領域のよう

権者のために規定しているように︑許容されているイミシオン

に︑法規による価値判断が欠けている中で止むを得ずこのよう

われわれは︑

の個々の限界を規定すべきであるということを疑わないであろ
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な自由な命令形成が行なわれている領域を有している︒このよ
うな問題を解決しようと試みる者は︑容易に︑結論を作り出す
ということがいかに囲難でありまた不明確なものであるのかと
もし

いうことが確信されるに至るであろう︒利益というものは相互23
に紛糾しあっているし 一般的な問題にまでさかのぼる︒

も︑裁判官が大前提の場合に︑明確な法規の価値判断の基礎か
ら出発することが出来ないとすれば︑裁判官はおそらく自ら満
足することはないであろうし︑また︑同じ問題の他の関与者に
継承されるのが期待できるような結論をそもそもうることはな
いであろう︒このような不安定性は︑たとえば︑自由な処理に
慣熟していないことの帰結ではない︒私は︑私の活動のはじめ
から創造的な行為に足をふみ込んでいた︒私は引きつづきそれ
を行なってきたが︑また次第にこの任務の困難性についての確
信をいだくようになってきた︒法規上の出発点を欠いた場合の
不安定性は︑自己の価値判断の結果が個々別々に条件付けられ
ており︑個人の生活理念の完全な一致が存在しない︑という考
量から説明されるのである︒しかし︑実生活ヒの必要性は︑出

︵判決理由の隠蔽︶ 裁判官を法規に拘束せしめる︑と

来るだけ同様な判決を要求している︒
融

いうことはいまだ︑利益衡量によって得られた命令を真実に反
フックス︵め●

して︑歴史的に認識された命令として定立しょうとする努力を
正当化するものではない︒このような手続は︑

また︑第三回ド

男戸δびの︶によって︑秘密社会学的法律学︵面罵讐︒のoNざδoq60げ①
︵953︶

￨ξδ胃＆①嵩︶と呼ばれ︑強く攻撃された︒

イツ裁判官会議もそれを否定すると決議した︒それが実際上存

在するというのは決して疑いないことである︒明らかに看取さ

れるのは︑実務上︑その具休的妥当性故に望ましい判決を︑歴

史的に不当な解釈をすることを通して歴史的に存在する法規命

令の適用の如くにみせかける場合には︑歴史的には不当な解釈

が選択されることがまれでないということである︒このような

しかし︑今日でもなお︑

っ

手続きは︑古い包摂理論の支配の下では全く自明であり︑決し

てさけるべきものではなかった︒

まり改革運動の主張者達によってこれが進められているとすれ

ば︑それは正しくないように私には思われる︒私は︑裁判官が

実際に規準にした根拠を隠すような何らかの権限を持っている

とは思わない︒決定的なのは︑ただ︑最高度でしかも最も謹厳

さらに︑

この謹厳なる誠実さというもの

ﾈる誠実さが品位と裁判官職の高い任務とに対応しているとい
う考量だけである︒

が︑実際に決定的であった理由付の一貫性に対する価値ある保

滝なのである︒ある判決を実際に決している衡量は︑それを理

由付けるためにも十分なものでなければならない︒最後に︑こ

のような誠実さは︑判決の〜般効︵臼ΦOΦ鋤︒﹁巴三障§σq︶に

とっても意義がある︒正しい判決理由は︑他の裁判所の正当な

法発見の支えになるが︑不当な理由は誤った作用を及ぼすにち
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盾から︑ある判決が余すところなく法規から理由付けられるこ

と︑法獲得の実際の経過にもとつく現行の実務との聞にある矛

示されていない︒ ヴルツェル︵ミξNΦ一︶は︑古い法適用理論

がいない︒この手続ぎに賛成する十分な根拠を持った見解は提

うに︑法規の効力は判断者の個人的な活動のために背後に退く

し︑このような制度の場合には︑公衆からも認められているよ

特別の愛好が存在しないことを明らかに証明している︒

陪審裁判所が享受している広範な人気は︑法規の作用に対する

公衆の側からは重要でない︒仲裁裁判所や特別裁判所さらには

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る審級裁判所が同一事案で異なった判断に達し︑またこれが裁

ではない︒異なった裁判所が同様な事実において︑また︑異な

けだ

とを﹁社会的要請﹂が要求しているのだ︑との結論を示さざる

からである︒上述した均衡と妥当性の理念は常に実現される訳

O︒壱易

をえなかった︒しかし︑古い法適用理論︑すなわち︑法の論理
的完結性の理論は歴史的な根拠 ︵ユスチニアヌ法典
ヘ

一ξ置の特性︶から説明されるべきであり︑この理論はその側で
ヘ

判をなした公衆にも知らされるということは︑残念ながらさけ

ヘ

現行実務を説明している︒今日︑﹁法規の完全性なる擬制﹂と

えない︒いま︑あらゆる判決が

も裁判官に活動の余地を残すべきかは︑その点についてただ具

ではない︒法規が出来る限り完全なものであるべきか︑それと

際︑予め記しておくならば︑法規の観念的な完全性が重要なの

今日の法生活の観察からのみ決せられうるにすぎない︒

私見によれば︑法の欠敏と裁判官の関与が明確に示される場合

における錯誤は︑素人に誤謬の観念を生ぜしめるからである︒

は︑裁判所の権威に奉仕するものではない︒というのは︑判決

る認識は錯誤に帰せしめられるということになろう︒このこと

なされているのであるとするならば︑そのことからすべて異な

定の法規の明確な認識として

いう社会的要請が必要とされているのかどうかという問題は︑

体的な法分野について解決されうる別個の問題である︵§21参

に素人は︑より冷静にそれを甘受するであろう︒法規欠鉄の場

その

照︶︒ 我々の問題設定は︑裁判所が価値判断にもとつく命令形

合に異なる人が異なる判断をなしうるのだ︑ということは素人

へ

成を実際に行なっているのだ︑ということから出発する︒裁判

にとって︑

ヘ

所はこの行為を隠すべきか否かが問われているにすぎない︒同

る︒したがって私は︑真実に合致した判決の理由付けが何らか

へ

等で均衡がとれ︑しかも事態に適合した判決に対する生活上の

の不都合を持ちうるとは思わない︒法規の権威も︑また裁判所

ヘ

利益というものは︑もちろん大きい︒だが︑その際には単に結

の権威も決して危険にさらされる訳ではない︒

裁判所がその思惟の過程を詳細で方法論的に性格付けて示すべ

もちろん︑正当な理由付けを要請するということによって︑

その生活経験から十分に理解されることがらであ

果のみが問題であるにすぎない︒これに対して︑私の観察によ

れば︑その結論が単に法規のみに帰せしめられるのか︑あるい2
3
はさらにそれ以上の裁判官の共働にも帰せしめられるのか︑は
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頁以下に論じたように︑日常の言語慣行上も︑ある命令の情緒

理由付けるのは全くさしつかえないことである︒われわが五三

の意思による法規土の価値判断にしたがって命令形成を普通に38
2

慮で十分でなければならない︒立法者の意思あるいは﹁法規﹂

きであるということがのべられている訳ではない︒一般的な思

家意思のみであるがその命令は無視されているのであ

唯一つ︑しかも法規︵︸四〇〇ず酔ωo陰門暦NΦ︶

害者︑裁判所︑のすべてが考える権威というものは︑

逡で次のようにのべている︒コ遇すると被害者︑加

るべきである︒そのうち︑ヴルツェルは鋤．鉾○◎ω．

の中でヴルツェルとヴュステンデルファーが措摘され

140

ように︑秘密社会学的︵ξ巻ざωoN互︒αq一鴇7︶であると解して

もない︒それを報告することを︑たとえばフックスが行なった

てない︒この種の認識過程は決して不当でないし︑またまれで

するために利用されるということに不誠実さがある訳では決し

用性が同時に歴史的に真実の立法上の観念あるいは利益を認識

は択一的に利用されるということ︑あるいは社会的な結果の有

思の確認として妥当している︒様々な支点が重複して︑あるい

面では法規上の支点を利用し︑他面では伝統︑国民の

裁判官は確信をもって確認することができないが︑

はたして立法者はこのような形式を考えていたのかを

が現存の紛争の解決をどのように考えていたか︑及び︑

にうまく対応していないということになろう︒立法者

かの疑いを生じたならば︑その裁判官は当事者の要請

に適切かつ十分なものであるという点に裁判冨が何ら

る︒この命令が実際に全ての意思の対立を解消するの

福利厚生︑倫理感︑風俗等・に依拠して︑我々にあれこ
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は決して判決ではないであろう︒当事者は裁判官に答

いまだ非常に多くの国家的な命令でない要素が共同作

応した理論を創造した︒このような社会的な要請が︑

ヘ

隷さ漁冒ユの鉱の象黛 滴巳酔ξざ員外

えたにちがいない︒我々はその点についてあなたに申

れの行為が合目的的であるというような判決一これ

§α℃9・︒⁝§参照︒第二回ドイツ裁判官会議︵一九一

し立てをしているのではない⁝⁝と︒既存の事実関係

については︑鵜

年︶は次の様に決議した︒ ﹁裁判官は︵利益考量に

の誤解がではなくて︑このような社会の要請が法的思

おお．ω●ミ聖

もとつく︶この種の判決を特権にもとづき明確に理由

惟形式の不正確さを生んだのであるし︑また︑それに対

と︒外観的理由付け︵○り9①ヨαq艮＆①︶の新たな生張者

意見によっておおいかくすことはさけるべきである﹂

付けるべきである︒ 裁判官は︑ 真の理由を技巧的な

︵9§3︶﹁秘密社会学﹂︵越知隣︒ωo聾︒δ伽qδ︶

争う理由は何もないのである︒

に化体された国

的な形成がいまだ命令者の﹁実際の﹂意思あるいは﹁真の﹂意
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9

はただ次のことのみを注記しておくことにしよう︒

単に厳

用を及ぼしているにせよ︑ あらゆる判決は︑

て︑

私もかつ

き︑それには単なる二次的な意義を与えたにすぎなかった︒し

裁判官の独自の価値判断を支配的価値判断のうしろに置

格に論理的に演繹と包摂とによってえられたある法規
︵幻8窪ω oo讐N︶の結論として記述されねばならぬこ

3ることを要求する︒しかし︑このような理念も自律も裁判官が

かし︑はたしてこのような関係が正当か否かが私には疑わしく

﹁しかし︑

と︑分析自体がある潜在的な法規の新たな論理的帰結

ωGπ鱒︶︒

なってきた︒司法の理念は︑現実の社会的利益の保護である︒

ω・

の衣を着ることを規定している﹂と︒ヴュステンデル

○●

法社会の自律は無条件に︑法規の中に存在している意思に服す

鋤●

ファーはヴェールで被われた理由付けに対して次のよ
うに所見を表している︵鋤︒

上述の技術は︑ある一般的な価値判断を誤った場合で
も︑おそらく裁判官に対して創造的な処理を保障して
いるということ︑及びこの技術が︑保持されている法
規文言に対する尊敬の念を︑社会的な文化的任務を回
避しないところの司法の尊重と調和させているという

もしも法規の価値判断が誤

ことについては長所を示しているのである﹂と︒

︵価値判断と自己の判断︶

りの場合には︑﹁法社会の中で支配的な価値判断﹂と︑裁判宮
︑︑︑︑︑
︵063︶
の﹁独自の価値判断﹂︑すなわち独自の評価が問題となりうる︒
支配的価値判断の意義は最近ヴュステンデルファ！によって強
力に力説された︒彼は︑法規の価値判断を認識することができ
るところでも︑著しい範囲にわたって裁判官を﹁国民の支配的
な文化的見解のその折々の価値判断﹂に拘束させた︒独自の価
値判断は第二次的になされるべきである︒このようなヴュステ
ンデルファーの見解にはのちに立ち返るであろうから︑ここで

日常の折々の見解に服することを要求するわけではない︒まさ

に裁判官は︑自分の判決の作用を測定し︑また自分独自の価値

判断を検討し創造するために︑資料として現存している外見や

あらゆる生活関係を利用すべきである︒しかしこのことから︑

裁判官はこのような社会的な外見から何らの批判もなしに自己

の価値判断を引き出し︑彼の判断が﹁非判定法﹂によって命じ

られているのであるということにはならない︒したがって︑無

知や下劣さといったものは︑大量現象として取り扱われるので

あるから︑いまだ尊敬すべきことでも有害なことでもない︒近

代憲法における数の尊重は︑これと同じ理念が判決についても

確立されることが望ましいと考えられるといった結論を引き出

しはしなかった︒おそらく︑裁判官の良心にもとつく判決から

生じるかもしれぬ司法の均一性の侵害は︑我々の裁判所が支配

的価値判断に服するということよりももっと耐えやすいもので

あるにちがいない︒このむつかしい問題に立ち入ることを私は

別の機会に留保しておかなければならない︒
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︵063︶菊ooぴ榊ωαqo≦ぎ⇒＝昌ゆqしつ．ω卜︒・

価値評価にもとつく命令形成を

イェリネックは︑

あやまったものである︒

司

﹁裁判官個人の中で認識されている立

法者﹂の解答が重要であるということを力説した︒しかし︑社

会的利益のためには︑補充されるべき立法過程のあらゆる個別

的な性格というものが有意義であるわけではない︒誤った命令

それは裁判官の命令形成に伝染させてはならな

は︑制定法上の規制の場合には生じることがみとめられるべき
であっても︑

㍑囎︶いわゆる利札法︵↓量σq．ω①S雛思慮で不＋分な起草

さらに次にのべるシュタ

裁判官が命令

ムラーの﹁支配的観念﹂批判についても日冨○ユ①0︒・
ざ︒︒ゑ●参照︒

10 ︵立法者の推定的意思︽イェリネック彰︶

形成をなすにあたり︑歴史的な法規内容を考慮するということ
は︑︸定の程度で︑﹁裁判官は立法者の推定的な意思﹂を探究し
︵163︶

︸①一一一嵩Φ醤︶は︑

ているのであるという定式化によって特色付けられうる︒イェ
リネック︵ぐく

このような定式に還元し︑次にこの定式から一連の重要な結論
む
を引き出したのであった︒彼は︑たとえ立法者の仮定的な見解24
であっても﹁現実に存在する事実﹂であり︑したがって︑裁判
︵6−a3︶

官の価値判断による命令形成も単なる﹁歴史的研究﹂にすぎな
い︑と考えた︒かくてイェリネックは欠敏の否定に達したので
あ︵．た︒イェリネックの研究が賞賛すべきものであり奨励すべ

きものであるにしても︑私はこのような思考過程においては彼
にしたがうことはできない︒この基本定式は裁判官の行為を完
全に︑しかも詳細に再現するのには全く不適当であるというこ
とを明らかにすることが︑ここではとりわけ重要なことなので
ある︒この定式は不完全である︒というのは︑この定式は自己
の価値判断の関与を全く考慮していないし︑また︑そもそも法
の時間的適応とはその内容が発散して消滅しない限り関連せし
められえぬからである︒しかし︑この定式は二方向においても

ユ42

（ユ

●142）

44

立法者は裁判官よりも自由であるから︑立法者の仮定的

な解答は十分ではありえない︒立法者は反対の規定を削除する

@樹

が含まれている場合には︑もちろん問題は別のところにある︒

によ．㎡⊂嘉す・︒ような撮は存在しない．構成中に価値鱒

反したこのような誤った帰結が︑それに対応した裁判官の命令

ばしば倒錯した概念法学︵倒錯した方法︶の影響をうける︒立
︵633︶
法者も時には﹁法学上の諺﹂の影響下にある︒しかし︑現実に

をするための規準にはならない︒また︑我々の法規の内容もし

歴史的には影響を及ぼしたことがみとめられるにしても︑形成

れ故︑法規の概念的な総合は︑たとえその形式が現存の命令に

際して拙速な処理をする義務があるとは考えないであろう︒そ

機関がこのような場合に行なうように︑このような命令形成に

し辞麗．しかし・いかなる裁判官といえどもた麦ば妾

をなしている︒それはおそらく裁判官による命令形成を必要と

2

2 42

ヘック・法解釈と利益法学（四）

︵563︶

ことができるが︑裁判官はこれをなすことはできないし︑また

︵663︶

安定性の利益を考慮する必要性は︑ずっとすくない︒とくにイ
ェリネックの定式は︑安定性の利益が考慮されぬままであると
いうことになろう︒プラチナ問題を考えるがよい︒プロイセン
の立法者の仮定的な解答は次のような内容であるにちがいない
ということは十分に確信がもてる︒ ﹁もしも私がプラチナ鉱の

存在を知っていたならば︑もちろんプラチナ鉱を鉱業権に含め
ていたであろう﹂と︒イェリネックによれば︑むつかしい反対
の疑念は全く考慮されることなく︑このようにいうことによっ
て鉱業権に含めることが裁判官に委ねられることになろう︒今
日でも︑プラチナ鉱を法規によって鉱業権に取り込むというこ

一①温●

法曹は立法者の歴史上の人物

とは裁判官が取り込むのにくらべてほとんど何等の懸念も存在
しないのである︒
︵一63︶﹀・曽・○・Qo

歴史の現実においては彼になされたのではなく︑単に

ということが問われうる︒

イ

仮定されているにすぎない通知に対してどのような反

応をしたであろうか︑

ェリネックは︑このような場合にみとめられうるよう

な仮定的な反応を﹁現実﹂であるといい︑その探究を

﹁歴史的研究﹂であるといった︒私は︑このような用

語法が通常のものであり︑あるいは推賞に価するとは
思わない︒

︵153︶同じことは日常生活においても妥当している︒もし

も︑農業経営を全く理解しない領主が独立した管理人

を選任した場合︑領主よりも上手に経営をなすことは

この管理人には禁止されてはいない︒使用人は︑利益

は守るべきであるが︑主人の仮定的な意思の過程をそ

の心理学的な全体において示すべきでないし︑また︑

巳①冨﹃8ずけ

§§漁ピロ葵︒⇒ぎ匹興↓巴︒霧件︒亭

その個人的な誤りを大衆に示すべきでもない︒

︵ρOia︶たとえば︑

臼伽q8Φ旨αQoげ口鵠ひq・︼≦o葛件ω9ユ津h貯＝

︵勺Φ﹃uロO昌＝67胃O一侍︶を明らかにし︑この人物に対して︑

﹁あなたはこの事案をどのように解決するのか﹂とい

三民udき評≦o︒・ΦPお一ω．ω・旧り刈奔参照︒

抵当権を﹁従た

うな例を示した︒民法典編纂者は︑

︵㎜︶私はすでに即8茸︒・σqΦ三§⊆コαqQo．ωq︾．一で次のよ

う疑問を向け︑また︑﹁いま立法者は私にどのような解

ミ︑ミ蔚矯ピΦ迂び￠9

る﹂質権として取り扱おうとしたのであるが︑その際

支持されていないような法規を作る誘惑にかられた︒

にこの文言の多義性から︑実際的な必要性によっては

143）

答を与えるであろうか﹂を考察する︒さらに︑寒§℃
山霧貯︒一〇国﹃日￠ωω①PQD・窃Gn中●

δ︒︒・

α・O・℃・目吻㊤ω．しQ●ミO辱﹀房●NF＞・参照Q
︵6−a︶イェリネックは事例として︵9・餌・O．ω●

δ㊤︶次のようにのべている︒フリードリッヒ大王は︑
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たとえば︑民法典は法律行為にもとつく抵当権の推論
︵﹀び蚕εうぴq︶を知っているわけではなく︑ただ︑被

担保債権の法律行為による譲渡を知っているにすぎな
いのであって︑抵当権の譲渡は法規上の効果としてそ

れに結びつけられているにすぎない︵一一五三条︑一
一五四条︶︒ 法律行為的な行為の解釈の場合には︑た

とえば︑当事者の意思の客体が抵当権であるとされて
いるのかそれとも債権とされているのかが︑民法二

九条の適用のために重要でありうる︒一一九条の適用
にあたっても法規の構成に基礎を置くことが必要であ
ると裁判宮が考えるべきであるとすれば︑それは倒錯

しているであろう︒
︵襯︶とりわけ︑ミ．沁蕊§ミミNξ轡魯希く§鋤︒ヨω畠巳O︐
︿①ヨ禦①9窪⊆昌αω9已鳥鋤呂昏g馨三ωω§9ωじdOゆ・
QQ・ω＝頃．︾8穿臨●O⁝︿・℃8×・じづ島・⑩︒︒o︒・器⑩訟．参

照︒

︵篇︶上述一八；貝参照︒

︵763︶
︵法感覚︶ 上述したように︑価値評価による命令形成

︵663︶上述一九〇頁参照︒

11

の場合には︑裁判官の法感覚もまた一定の役割を演じうる︒こ
のことは︑社会学約︑見解によってとくに強調されている︒ヴュ
︵畑︶

スチンデルファーは改革運動の巾核を︑以前の理論とは異なつ

て︑

裁判官の法感覚を最上位の法源として改革運動が承認す

る︑という点に定めるべきであると信じた︒もちろんヴュステ

必
ー

ンデルフ・ほ社会科学的に解明された憲覚を必要とした︒助

その場合︑

﹁興

規範的な考察という方法で事案の

44

r・．二じはr．の山鳴く期待されている問題はほんの毒かに︑隊価

﹁法感覚﹂という言葉は︑他の言葉と同じように多義的であ

も︑裁判官の命令形成との関連でのみふれられるにすぎない︒
@

﹁法﹂と﹁感覚﹂という二個の成分が意味の多様

ともできるが︑

それは事案の判断︵男欝＝①う脅のOゴ①一宇￠嵩㎞四︶臼体を明らかにするこ

わち理想的な法︵乱雲①鋤一触①07骨︶を明らかにすることもできる︒

るし︑また︑他面では観念された事実関係に適合した法︑すな

﹁本能的感覚しは︑現行法の命令を明らかにすることも妖︒︑き

覚という二つの方向で利用しているのである︒

ばかような事象の処理のためとともに︑確聞性の特色である感

奮︑感情の高まり﹂と同様に︑生じた観念の付随現象に対して
用いる︒我々は︑この言葉を︑具体的な事象︑つまり︑たとえ

っている︒そして︑我々は第二に︑﹁感覚﹂を︑﹁情動﹂︑

を見通さないような観念を感覚的に得られたものである︑とい

る・我々は︑﹁感覚﹂を﹁本態︑置覚﹂と同様に︑観念の無
意識的創造物に対して用いる︒したがって︑我々は︑その構成

とって特に有意義な二個の主要な異形︵ノN鋤﹃圃曽昌静Φ︶を示してい

性を増している．﹁壁という言葉は︑日常郵々の黒に

り︑しかも︑
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由付けているということを示すといつ現象は︑しばしばみられ

かも後日行なわれた︑合理的な考察が︑その判決を合法的に理

る︒法曹がある事案の判断を︑﹁感覚のうちに﹂もっており︑し

判断へと導く大前提や価値判断自体を明らかにすることもでき

に評価をするように試みねばならない︒もちろんこれは常に完

の価値判断を行なう場合︑

価しないであろうという点にある︒さらにまた︑裁判宮は独自

的な事案の影響下にあって︑その判決の一般的作用を正しく評

とを保障しているのである︒特に明確な誤りは︑判断者が個々

り知れぬ結合の場合に通常は常に直観的な某礎が共同作用をい
5ﾆなんでいるので︵
173︶
ある︒したがって︑価値評価にもとつく命令

全にうまく行くものではない︒人間的な利益と価値理念との測

自己の価値判断の根拠に関して明確

るし︑・また明らかに正しい︒全く全ての者は以上のことを内省

から確認するであろう︒このような直覚的な法獲得は︑あらゆ躍
る認識や経験の無意識的な連関にもとづいているのであって︑
単に法規内容のみでなく︑関連した生活利益の範囲や傾向性や
意味とも関連している︒したがって︑その的確性は︑このよう
な留保条件の存在にも依存しているのである︒また︑直観的感
覚は誤って得られることもありうるし︑また︑熟慮に影響され
て誤りであると認められ︑この直観的な感覚が全く消滅するこ
ともありうる︒したがって︑このような直観の内容は︑広範囲
︵

﹁概念

法命題

にわたり裁判官の素養に依存しているのである︒また︑

法学的に誤った教育をうけた﹂法感覚も存在する︒

菊8窪ωω馨No︶を概念から引き出すことに慣れている者は︑﹁あ

る判決が構成不可能であると感じる﹂立場にあることもできう
る︒したがって正しい教育を受けた裁判官は︑自分の本能的な
感覚に価値ある支柱︑すなわち︑あらゆる強力な脱線に対する
保障を有しているのである︒しかし︑法感覚の表明はあらゆる
無意識的な事象と同じように︑十分に制御された熟慮に親しみ
︵07−a3︶

易いし︑またそれを必要としている︒ただ︑合理的な証明のみ
が誤解に対する守りをなしているし︑ことに法規を考慮するこ

とくに︑利

の意味

形成の場合には︑包摂の場合よりも直観は大きい意味を持って
いるのである︒

心理的な過程の付随現象であり︑

情動︵閃ヨ︒ユ︒鵠︶や感情の激昂︵Ωo底盤ω≦巴置謬σq︶

での法感覚は︑

益の基礎にあるような欲求なのである︒法的命令は利益を保護

し︑欲求を満足させるべきである︒ある法規︑あるいはある裁

判所の判決を判断する者は︑関連した欲求に立ち入って考え︑

それを自己の意識の中で反復し︑したがって︑観念された法規

範の結果や誤った結果に感覚的な反応をする︒我々が法規に対

して保護を期待している外面的法益が問題なのか︑内面的法益

が問題なのかはともかくとして︑法の妥当性に対するこのよう

な反応を︑我々は法感覚と呼ぶことができよう︒我々がそもそ

も法規範に対して置いている一般的な要請に法が対応していな

い場合︑したがってたとえば同じ事例が異なって判断される場

合に我々は狭い意味で﹁法感覚﹂についてのべる︒この場合︑
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︵3︶

それは我々の考えている特別の法益︵二次的な利益︶の侵害で
ある︒裁判官も︑感情の激昂なしに自分の判決に反対すること
はないであろう︒反応の程度は︑問題の特性や裁判官の気質︑
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さらには︸般的な方法論的な原則にも依存している︒反応が強
くなればなる程︑裁判官は︑あらゆる法命令の中に利益の内容
を見るのに慣れてくるし︑また︑法発見に対する彼の人間的な
関与が大きくなればなる程︑裁判官はますます立法者の補助者
であると感じるようになるのであって︑したがって﹁機械﹂と
して︑すなわち︑計算の正しさには責任をもつが︑彼に与えら2恐

れた数字の正しさには責任をもたない﹁概念による計算者﹂で
あるとは感じないようになる︒

ここで主張されている立場からは︑ ﹁法源﹂が伝統的な意味
で理解されている限り︑ ﹁法感覚﹂を最上位の法源であるとい

うのは不当である︒しかし他面で︑法感覚は︑あらゆる意昧に
おいて︑それに対して概念法学の支配下で認められていたより

一〇二頁︒

も大きな役割を利益法学内では演じるのだ︑ということは明ら
かである︒
︵763︶

︵863︶﹀．勲ρQっ．一〇●bρbQ⑩自・さらに︑誉轟．℃触O玄のヨ像①ω

自①ωoヨ︒甑︒コ巴⑦づO①5評ΦコωQQ

謡の駿・映ミミ§守§画

カ8簿ωαqo露三

一8メ

N信﹁℃塁070︸o窃q帥①9ω即8ゴ毎ウqΦ嘗三ω・﹀二三く噛貯

￠①げ︒﹁9ω

≦宥39鋤津の℃三δωob三ρ

恥暮ミ帖§き

oo寡oD・ζ5血
一Φ律・映．

も︒・

NΦ簿ωoぼ凶団匪戦山2房魯︒諮N幽く＝寓ON①ωg︒・合Qo●卜︒り刈・

這寄ら雰含ユ︒・二の9曾溶⊆一ε鱒餌ヨ風Qり・ω課暁●鉤

蓉き・望Φ冨三三ω9⑦円ρ二①＝窪自①ω菊Φ9ヨひqoぎ﹁ω−

彗ω§伽g﹁男8窪ω9q①写§σq℃§N．ω●ω録﹂§︑昏

●おQQ．遷り篤●

⑦∂映ミ爵ミ冒一︶霧

ミ﹄︑冬§沖Oo露三〇9噌く①∋二5津巴ω菊8窪ωρ仁Φ＝①．
N①評ω9びh●誠

︵カント財団受賞研究︶筆映§︑℃U霧

閥09駐αq⑦凄εぎN①淳︒︒oげびh密封8簿ω9二〇ω︒9一￠

Hω．一ω黒戸

閥OO窪のひq⑦隷ずこお嵩・さらに︑ミ簿・幻①O窪のσqO惹亭

づ巷αqω．Φ．一一噸卜︒①参．照︒

︵珊︶映鳶§p︒・pO9ω・ω謡h●映ミミ呵ミQ︒・一ω9晶巽・両者

は直観を分けている︒

︵罰一a︶感覚的な判決の危険性は︑フックスによっても強

く力説されている︒ρ斜○・G︒．ミ楠歴参照︒

︵173︶私は︑このような関連性については︑私によって以前

に︵閃8算ω︒q象凶影画σqω﹂o︶用いられた﹁カンテラ

の比喩﹂が有用であると思う︒自己の独自の価値判断

を基礎にして検討をする裁判官は︑カンテラを持って

§p建﹃一δゴΦコ犀8茸ωω．一︒︒の︷h．参照︒

︵§63︶文献の中で︑ O．沁§ミ§︾応援鳳至器9謬・d魯興9ω

暗夜を進む旅行者に比せられる︒かれは次第次第に大
き篤ミミさ§軌ミ

勺塁070δゆqδ

菊8冥ω伽qo建ゴご一◎︒刈一．
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常に暗黒の壁が存するのである︒この関連性は決して

きい領域を照らすことができる︒しかしその背後には

上訴裁判所の再審査には適していないということは︑一般的に

はただ事案の特性からのみ引き出されたにすぎず︑したがって

まさに価値判断にもとつく命令

は主張されていない︒

̀成の場合に︑法事威の統一鍵を確保する必要性がとくκ大き

他面︑

こわれることはないのであって︑無意識の裡に︑単に
感ぜられたものの中に忘れられているのである︒
︵273︶とくに︑リュメコリンがこの﹁特別の﹂法感覚を指摘
している︒鋤らPO．も︒●窃ρ無・

12 ︵裁判官命題の取り扱い︶ 価値判断によって形成され
﹁裁判官によ

た裁判官の命令の妥当力と訴訟上の地位は決して争われていな
いし︑また決して争われえなかった︒これらは︑

る推断﹂として長い間︑訴訟生活や法生活の中で確固たる地位
を持っているところの︑白紙の事案における価値判断による命
令や︑︐裁判による命令形成として取り扱われることに他ならな

い︒これ以外の取り扱いは不可能であろう︒というのも︑その
限界が不明確であるからである︒しかし︑このような別異の取
り扱いはまだ全く不当でもあろう︒まず第一に︑価値判断によ
る命令は︑他の裁判所にとって単なる包摂や審理による形成よ
りも大きい意味はもっていない︑ということは明らかである︒

それは︑単に理由の信頼力︑ すなわち︑一度下された判決の
﹁模範と称せられる﹂効力によってのみ作用を営むにすぎない︒

さらに︑価値判断による法の形成は基本的に慮上訴の方法によ
︵373︶
る再審査に服すると︐いうことが一般にみとめられている︒これ
には賛成すべきである︒このような場合に裁判官を導いた衡量

い︒さらに︑形成された命令がすでに係属中の裁判に利肛され

るということも自明の理である︒というのは︑この命令はまさ

にこの目的のためにのみ形成されたにすぎないからである︒以

前には薬舗に行なわれていた利益の限定に対して新しい法規を

適用することを妨げ︑いわゆる遡及効を排除する安定性の利益

は関連しえないであろう︒けだし︑以前には何らの安定性も存
在しなかったからである︒

もとづいている︒

︵法創造としての位置付け︶

いまから我々が従事する

．

的個別的な事情によって制約されているということに

ば当該判決は︑一般的類型的な衡量によるよりも具体

見によると︑次の点︑すなわち︑立法者の判断によれ

えば量刑については上訴を禁止するということ億︑私

︵373︶きN︑ミ晦．ピ①耳9魯ゆ心ω旨参照︒個々の事案︑たと

13

定式化の問題は︑多くの場合に︑欠敏を補充するに際して裁判

よ﹁新しい法を創造する﹂のか︑・それとも︑裁判官は単に法を

︵473︶

官は︑たとえ︑おそらくは﹁劣った程度の﹂法命題であるにせ
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適用するだけであるのか︑の点にわたる傾向がある︒・

この問題は︑我々が法という言葉に非常に異なった概念を結
び付けることができるということによって複雑になる︒法とい
︵瓢︶

う言葉を﹁具体的な法秩序﹂と関連させる者は︑もちろんかの
︵673︶

判断の中に法創造を見出さざるをえないであろう︒このような

これに対して何ら反対をすべきではない︒

その場合

に︑この新しいカテゴリーの中に裁判上の推論も組み込まれて

すれば︑

いるという結論が必︑要であるにすぎない︒

第二の下位問題は︑それを補うものではないが︑上述の欠歓
︵873︶

概念に関する論争問題と関連している︒法の概念を︑欠鉄が消
へ

滅する程に広く解する者︵最大概念︶は︑もちろん裁判官を︑
ヘ

立場からは︑そもそもこのような問題は生じえない︒この言葉

︶の欠敏と関連させる者

法︵動機︶を発見する点に限定するであろう︒これに対して欠

歓の概念を被いの規範︵一︶OO犀昌O﹃§O

は︑

これまでの論述によれば︑適切な要件は次の点にあるαすな

それ以外の疑問は否定されるべきであ

客観的

とする者にとってこの問題は二つの下位の問題に分かれる︒す

に存在した資料を裁判で取り扱うことに存在しているのである

鱒

るQ

︵973︶

ることが可能である︒

不足している大前提の獲得ということは概して︑

なわち︑ ﹁このような価値判断によって作られた裁判官の命令

から決して創造的と呼ばれるべきでない︑とあい変らず主張す

ヘ

へ

あるにして

わち︑裁判官は歴史的な法規内容︑独自の生活上の知識等に依
ヘ

合には︑まさに︑裁判で作られた命令と同様に解答がなされな
ヘ

乱しているが︑たとえ独自の価値判断の干渉が万

ヘ

ければならない︒我々は︑それが正しく作られたと考え︑した

も︑経験的な命令の観念としては以前には存在しなかった命令

れ少なかれ従属的であり︑歴史的に強く規定されたものであっ

ヘ

がって模写を期待する場合には法命題であるといってよい︒二

を創るという点にそれが示されているのである︒たとえ︑多か

ありうる︒これを基礎にして︑たとえば二つのグループの相異

ﾋ存性が︑我々をしてそれを﹁創造﹂と呼ぶことを決して妨げ

﹁創造的﹂という⁝般の用語法は︑ある精神的成果の歴史的

ても創造物が存在しているのである︒

﹁すくなく

とも﹂法命題として権威的な﹁根本規範﹂からは区別されると

︵773︶

あてにしうるようなかような裁判官の命令が全て︑

を作り出す可能性は全く存在しない︒明証性の故にのみ模写を

ヘ

つのグループの各々の場合で安定性の程度は全く異なるもので

第一の下位の問題は︑価値判断によって形成された命令の場

ある︒

﹁その形成は賓辞を創造的に作り出すのか﹂という間がこれで

を法命題︵渇Φ07四切の亀戸NΦ︶

と呼ぶのが正しいか﹂という問と︑

経験的に存在している﹁仮定的規範﹂の複合体と関連付けよう

を︐支配的な法源理論と共に︑ ﹁抽象的な法秩序﹂︑すなわち︑48
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るものではないのだ︑という点でのみ支持をなしうるにすぎな
いように思われる︒たとえば︑著作権法の分野や︑さらには日

︵473︶O§ミ．9︒﹀コ蓄巳暮oq留￠幻︒9仲ψ冨9≧け・一

αΦωωoゴ≦Φ冒⑦比ωoげΦ昌O①器9ぴ⊆Oびωω．お隷・き⇔︑§・

個別性﹂が意義を持っている場合に限って︑われわれは歴史的

おいて仮言的な法命令と法律事実との結合により生じ

︵573︶私は﹁具体的法秩序﹂の下で︑一定の所と一定の時に

Sさ︑帥・ρO・oo・Nり母鉾参照︒

に認識された観念を︑新たな観念や︑観念の構成物に造り変え

る具体的な法的当為の観念を考えている︒法的結合体

常においても︑ただ精神的な成果が存在し︑とくに加工者の﹁

ることを﹁創造的﹂と呼んでいる︒しかし︑このような特別の

判断に従う場合には存在するのである︒しかし︑これに加えて

またとくに︑裁判官がもっぱら歴史的に認識された法規の価値

二二ルリッヒやユンクの場合には非常に重要な役割を

憲法概念と関連しておりこれは明示されてはいないが

する株式会社等はその一部である︒この概念は︑社会

︵︸四㊦07叶ω犀O野馬噌Φけ飴︶︑現存の所有権︑債務関係︑現存

ここで﹁独自の価値判断﹂の関連が生じるのであるが︑この関

演じている︒私はこれに詳細に立ち入ることを別の機

要件は︑裁判官による命令形成の場合には普通に存在するし︑

連はこのような用語法に反対する見解からは多くの場合に全く

会に留保せざるをえない︒

﹁王の名の下

無視されている︒判断が独自の価値判断に影響される限り︑こ

︵673︶判決は具体法や法律行為の源でもある︒

に法と認められる﹂との方式は具体的法概念に用いら

の判断はもはや歴史的認識にもとづいたものではない︒その限
りでわれわはこの概念を︑研究者の独自の理念やその貫徹とが

れるのである︒

の権能について論じることは十分に許されることである︒しか

§恥︶とイェリネック︵斎ミミ却︶は特別の地位を占め

︵糊︶創造的﹁性質﹂に反対する者の中で︑ヘルヴィヒ︵き導

︵B73︶上述一六六頁参照︒

︵773︶上述九九︑一〇〇頁参照︒

その領域に含まれぬ歴史的認識の中にいれるということも可能
であろう︒

私見によれば︑このような理由から法命題を作り出す裁判官
し︑このような用語法は︑裁判官の地位を立法者の補助者とし

ている︒ヘルヴィヒ︵い︒穿90ずNω・H①刈︶は︑裁判

へ

て︑すなわち︑依存してはいるが単なる執行機関ではないもの

官の自由を非常に広くみとめ︑したがって基本的には

ヘ

として必要なやり方で強調し︑古い包摂理論に対する対比を明

社会学的見解に属する︒ヘルヴィヒは︑価値判断にも

ヘ

らかにするのに適しているので︑これは﹁推賞に価する﹂もの

とつく命令は別に再検討することも︑またそれを作る

ヘ

でもある︒
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成の特徴付けはあやまっており︑因果的な利益の探究

へ

以前に生じた諸関係に対して適用することもできない
も

が歴史的な行為であるという限りでのみ正当な核心を

も

のであるから︑それが﹁新しい﹂法を持ちうるという

もっているにすぎない︒しかし︑その故に︑全ての

い︒

︵河野︶

過程を同一の論理的な過程の中に含めるのは旺しくな

ことを争った︒ヘルヴィヒの場合には度々あらわれて
いるように︑ この見解には古くから愛好されている
概念法学の多くの断片が存在するように私には患われ
る︒もしも︑上訴の方法による再検討が﹁古い法﹂と
いう概念の帰結であり︑遡及効の禁止が﹁新しい法﹂

という概念の帰結であるとするならば︑我々は古い構
成的方法にしたがって︑我々の裁判富による命題︵沁⁝・
o窪醇ω鋒N①︶を﹁古い法﹂の概念に含め︑﹁新しい法﹂

の概念からは離れざるをえまい︒しかし︑上訴や遡及
効は概念的な帰結ではなく︑概念的な婚属あるいは概
念的な無縁性によってではなく︑裁判官の命題の場合
に利益状況によって生じる利益の作用なのである︒し
たがって︑裁判官の命題の実際上の取り扱いは︑ある
法概念への帰属を証明しているわけではなく︑したが
って︑用語法上の問題が重要な場合には︑価値評価に

よる命令形成の結果に﹁新しい﹂とか﹁創造的﹂とか
の賓辞を認めるか否かは決定的なものではない︒イェ
リネック︵＜αq圃●︒げ窪ω．ωωΦ︶は︑裁判官が検討を

加える立法者の仮定的な見解を︑歴史的な事実である
といい︑それ故あらゆる裁判官の命令形成を歴史的な
研究であるといった︒このような裁判官による命令形
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