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企業統治と契約

岡 部 鐵 男

第1節　はじめに

　一般に企業が市場で取引する場合に交渉費

用，モニタリング費用，実施する費用が発生す

る。この取引費用が非常に高くつくときには取

引する企業は市場で取引することをやめて，組

織を作り経済効率を上げようとする。取引費用

の概念は，コースによって最初に紹介された

［Coase，1937］。コースは経済活動が市場の代

わりに企業を通して行なわれる理由を説明して

いる。価格メカニズムを用いる費用が存在する

場合には，企業は市場にとって代わることが考

えられる。市場よりも企業を通じて生産の要素

間の協働的な活動を組織するならば，単一の雇

用契約は価格メカニズムと関連した多数の契約

にとって代わりうるであろう。雇用契約の制約

の中で，企業を用いる場合には，生産の諸要素

によって実行されるそれぞれの活動に対する個

別の契約を取り決める必要性をとり除いてしま

う。そして企業は財やサービスを供給するため

の一連の短期契約を経営者の決定や指令におき

代えてしまう。市場を用いる場合には予測の困

難さによって費用の高くつく短期契約が多用さ

れることになる。

　自律的ないし準自律的な単位の問で限定付き

の結合利潤最大化になるような同意に達しよう

とする場合には，契約に欠陥が生じたり，他の

当事者をだまそうとするなど危険性がでてくる

のに対して，合併や垂直統合などの組織をつく

る契約が行われる場合にはこうした危険性を大

いに減らすことが出来る。しかし他の契約上の

代替案にかかる取引費用の方が垂直統合が行わ

れる取引費用よりも安い場合には前者が選択さ

れる。垂直統合に対するインセンティブは生じ

ない。市場の取引費用が組織を用いる時に生じ

る費用よりも高くつくときに企業を通して取引

が行なわれる。個々のインプットやアウトプッ

トが測定困難である場合にこのような状態が生

じる。市場と企業とでは，それぞれ実施コスト

が異なり，市場では，全体の厚生を減らすよう

な他の要素への打撃を避けるためのインセン

ティブは働かない。．またこういつたことを回避

するために組織つまり企業を用いても生産活動

に関するシャーキングを避けるための実施コス

トが高くつく可能性がある［McManus，1975］。

　この稿では最初に契約についてシュワルツの

理論を考察し、次に協働する場合の生産高の測

定と報酬の配分という観点から機会主義的行動

を抑制する所有権理論契約実施システムとエー

ジェンシーについて検討する。

第2節　契約理論と不完備契約

契約はしばしば不完備なものである。不完備
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な契約とは、はっきりと第三者が認識できない

合意を含む契約のことである。契約が曖昧な表

現を含んでいたり、近い将来に起こりうる状況

について言及していないとき、その契約は“不

完備”と考えられる。

　価格理論は、競争市場こそが規範的に理想で

あるとし、市場の競争性を図る基準を提示して

いる。ゆえに価格理論は多くの経済関係を規制

する指標として有効である。今のところ経済契

約理論は、ある重要な契約不完備性を規制する

ときに役に立つものではない。つまり裁判所は

そのような問題に直面したとき、どのように対

処していいのか判断を下せず、結果として受動

的な行動をとるのである。ここで、分析結果か

ら導くことのできる推察のうち、積極的な側面

を持つものを示す。それは契約の不完備性は、

企業の存在意義を説明するのに役立つ、という

ことである。ウィリアムソンの文脈でいえば、

当事者が契約を利用できないとき、彼らは代わ

りにその統治機構を利用するということになる

［Wiggins，1990］。われわれは下記の不完備性

に関する多くの例から、“契約の失敗”は少なく

とも企業にとって必要なものであることを推察

できるのである。ハートとムーア［Hart　and

Moore，1990］は最近、強い資産補完性は二番目

に重要であると主張している。これはつまり、

いっしょに利用される資産は同一の所有者のも

のであるべきだ、とするものである。この理論

は当事者が不完備契約を取り交わすことを好

み、合併を拒否したとき、強い資産補完性はな

いと考察している。この考察は更に検討を加え

る必要がある。

　認識されている契約不完備性の原因は以下の

五点である［Schwartz，1992］。第一に、契約文

の用語が漠然としていることから契約そのもの

第70巻　第4・5合併号

　　も不明瞭なものとなることがある。第二に当事

　者の不注意で、ある特定の事態を契約に盛り込

　　みそこなったとき、契約は不完備となる。第三

　　に、特定の問題に対する条項を盛り込むと、そ

　　のためにかかる費用がその問題を解決すること

　　によって得られる収益を上回ってしまう場合、

　　やはり契約は不完備である。［Shave11，1984］な

　　お、その費用には情報処理費用も含まれる。こ

　　のことからこの第三の理由には、限界合理性に

　起因する不完備性も含まれている。第四に、非

　　対象情報下では契約は不完備となる。この不完

　　備性の原因は二つの特徴を持っている。

　　経済契約理論は一般に、当事者は事後的に情

　　報の対称性を達成していると仮定する（これに

　　対して例外も主張されている。その興味深い研

　　究についてはヒュウデンバーグとチロルが行っ

　　ている［Fudenberg　and　Tirole，1990］。法理論

　　家は事後的に当事者が観察可能な情報と、第三

　　者によって立証が可能な情報とを区分して考え

　　る。ある行動を起こしたかどうか、ある状態が

　　存在したかどうか、ということを裁判所で証明

　　するとき、その費用は証明したことから得る収

　　益を超える可能性がある。このため、情報の区

　　分は理にかなった行動といえるだろう。情報の

　　区分について要約すると、次のようになる。当

　　事者はその情報を知っているが、それを第三者

　　に証明しようとすると費用が収益を超えてしま

　　う場合を“観察可能（observable）”といい、そ

　　してその逆の場合を観察可能かつ“立証可能

　　（verifiable）”であるという。

　　　ここで言われる契約は、当事者が観察不能な

　　情報を持つ範囲では“法的に不完備”である。

　　同様に、契約に関係のある情報が立証不能な場

　　合、この節ではその事を“弱く契約不可能

　　（weakly　noncontractable）”と表現する。商
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業のどの程度の範囲で、この弱く契約不可能性

が存在するのかという問題は、認識できない。

商契約は時折、法廷紛争の費用に強い関係のあ

る金額を含む。その結果として“契約の不履行

を宣言された”当事者が、関連のある行動・状

況の存在を証明することで得る期待収益は、し

ばしば正となる。同様に観察可能な情報と立証

可能な情報は部分的に内生的なものである。例

えばある特定の状況を、本職ではない意志決定

者（陪審員など）に証明するのがあまりに高価

である場合、当事者はその紛争が専門の調停者

によって解決されるよう要求することができ

る。それ故に、弱く契約不可能性に由来する法

の不完備性の範囲は認識できないのである。

　さらに契約が不完備なときについて考えてみ

よう。契約に関連する情報が事後的にもまだ私

的なものであるとき、その契約は当事者・裁判

所の双方にとって不完備である。契約に関連す

る観察・立証ともに不可能な情報がある場合、

その契約問題は“強く契約不可能（strongly

noncontractable）”である。ここで弱（強）〈契

約不可能性が存在するときのことを“必然的不

完備（inevitably　incomplete）”，と定義する。

　第五に、最近の理論が主張することを挙げ

る。すなわち市場の少なくとも片方は異質のも

ので、かなりの人々が共同出資を好むとき、契

約は不完備である［Spier，1990］。完全契約はそ

れぞれの当事者の特徴を把握しようと試みる。

しかしこの理論の適用範囲は不明瞭である。

　要約すると、法契約理論は次の理由から発生

する契約の不完備を解決する必要がある。その

理由とは、（a）用語の不備（b）不注意や手違いに

よる粗漏（c）契約問題の解決にかかる高い費用

（d＞弱く・強く契約不可能性を招く非対称情報

（e）共同出資の選好、である。

　法と経済学の理論は、（a）（b）（c）三つの理由

から契約が不完全であるときに有効である。実

際そのようなケースでは、法と経済学の理論と

伝統的理論は同様の解を導く。前者について、

当事者が条件を設定しようとするような情報が

立証可能なときに、意志決定者は有効な解を導

ける。前記三つの契約不完備の原因は、情報が

立証可能なときに存在する。後者において、伝

統的理論は意志決定者に公正な条件を提示する

よう求める。実利主義者にとって、公正性は効

率性を阻むものである。つまり道徳的に正しい

結果が効用を最大化する。

　共同出資の選好から契約が不完備なとき、ま

た異なる方法からではあるが法と経済学の理論

は有効である。前記のように思慮のある、しか

し情報を持たない当事者は審査契約を提示する

ことがある。もし当事者がそれを提示し損なっ

たなら、法と経済学の理論に従って意志決定者

はその審査条項を提示する［Ayres　and　Gert・

ner，1989］。弱く・強く契約不可能性によって

契約が不完備なとき、法と経済学の理論は役立

たない。

　ここでわれわれは、これらの紛争から四つの

疑問点を見つけることができる。（a）当事者

は、いつの時点で契約の履行から免除されうる

であろうか。（b）契約上の事前的リスク配分に

矛盾しないような履行とはどのようなものであ

ろうか。（c）当事者はいつの時点で、期間を特

定している契約を一方的に破棄することができ

るのだろうか。（d）契約の変更は、法的にいつ

の時点で強制されるのであろうか。そしてなぜ

裁判所が受動的に振る舞うのか、以下では、そ

の理由についてシュワルツ［Schwartz，1992］の

所説を詳細に検討する。
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第3節　経済契約理論一契約の期間

　シュワルツは契約の期間を説明する要素とし

て埋没投資と非対称情報をとりあげている

［Schwartz，1992］。契約の当事者が選択する

であろう期間によって完備契約を結ぶことが

できるかもしれない。それゆえ、裁判所は契約

の当事者がなぜ特定の期間とタイプの契約を

選好するのかを知っておく必要がある。この点

については、契約の当事者が関係特定的投資

（relationship－specific　investment）の促進を

必要としている事から長期契約を説明できる

［WiUiamson，1985；：Klein　et　a1．，1978］。彼

らの理論によると、契約の実施受託者は期間‘

に費用の補償がなされない限り、期間‘に埋没

原価投資を行おうとはしない。それは補償を期

間Z＋1に行う、という期間‘における契約委託

者の約束は受託者が契約なしでは信用されない

からである。投資が行われた後には、委託者は

受託者の経済的自立に必要な額以上の投資を行

う誘因は存在しない。したがって、委託者が一

期間以上にわたって取引関係を維持しない場

合、埋没原価投資は行われない。契約が不完備

なときに、法律は受託者が投資費用をカバーす

るに十分な収益を得る前に委託者に違約ざせな

い役目を担っている。

　より最近の理論は、非対称情報もまた長期契約

を説明する際に重要な要素であることを示してい

る［Farrell　and　Shapiro，1989；Fudenberg　et

al．1990；Rey　and　Salanie，1990］。その理由を

シュワルツの理解に沿って検討しよう。まず、

完全市場と連続して効率的な長期契約を仮定す

る。それぞれの期間で活動と支払が契約通り行

われ、契約が結果として効率的なものならば、

両者ともに契約の違約を起こす誘因を持たな

第70巻　第4・5合併号

　　い。次に、期間丁で終わる当事者間の連続した

　短期契約を考えてみよう。動的計画法によっ

　　て、情報が対称で、すべての事例について契約

　　が可能であるなら、各期間において契約委託者

　丑は契約実施受託者Agに同等の持続効用を与え

　　る事ができ、全体としてAgは長期契約から得る

　　であろう効用と同等の効用を得る。五gは効用に

　　関して短期契約も長期契約も同等であるため、

　　どちらの契約の場合でも同じように活動を行

　　う。そしてもし長期契約が効率的であるなら

　　ば、nはこの一連の短期契約を結び、契約に応

　　じることが最適であろう。ゆえに情報が対称で

　　あるならば、短期契約で十分である。

　　　ここで第一期と第二期におけるノ18の経済的自

　　立費用を五。とし、Agは第一期において費用eで

　　関係特定的投資を行えると仮定しよう。その投

　　資は第二期に収入Eを生みだし、Rは生産の総

　　費用を超えるものと仮定する。もし資本市場が

　　完全ならば、乃は第一期においてeを借り入れ

　　ることができ、A9と短期契約を結ぶであろう。

　　ここでこの契約は4gの投資と．Agへの支払L。＋eを

　　盛り込んでいる。2期目の契約で乃が受け取る

　　であろう収益はR一（2L。＋e）．≧0となる。定義

　　からこの関係なしでの投資は無意味であるの

　　で、二番目の短期契約が結ばれるであろう。

　　よってAgはみ。が支払われる限り、再契約を結ぼ

　　うとする。

　　　このように情報が対称で検証可能であるとい

　　う前提で、関係特定的投資が効率的でさらに資

　　本市場が不完全な場合にのみ、長期契約は存在

　　すると考えられる［Crawford，1988］。

　　　後者の条件に関して、もし丑が第一期間にe

　　を借り入れることができなかったとき、丑は4g

　　に支払うために自身の消費を抑制する必要があ

　　る。当事者が現在の消費を抑制しないならば、
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契約が長期契約でない限り効率的な取引は行わ

れない。そこでBは第一期間においてAgに五。を

支払うことができ、第：二期間においては最低で

も（投資が産み出した第二期間の剰余から）五。招

を支払うよう努力を払う。ゆえに一期間以上に

またがる契約は、不完全資本市場の代わりとな

る。長期契約の存在についてのこの修正された

対称情報による説明によって、契約受託者が投

資費用をカバーするのに十分な収益を得るま

で、法は支払当事者の違約を防止しなければな

らないことが分かる。

　関係特定的投資と不完全資本市場の考察に

よってわれわれは長期契約、特に十分な留保利

益と資本市場への容易なアクセスを持っている

大企業同士の長期契約を説明することができ

る。同様に、商業での長期契約は時折埋没原価

投資を含まないことがあり、それ故に非対称情

報の存在はさらに重要な要素である。

　ここで非対称情報に関する最近の理論を二つ

考えてみよう。効率的な長期契約は一連の短期

契約により繰り返されるとする議論は、各契約

期間の初めに情報が対称的であると仮定してい

る。Agが期間Xにおいて将来の結果についての

配分を引き出すよヴな活動を行う事を仮定する

が、しかし乃はAgが行っていることを観察でき

ないような状況を仮定しよう。このような活動

というのは例えば、人的資産に対するある種の

投資や、セールスネットワークの構築や、適当

な埋没原価投資などの活動のことである。この

とき支払当時者は、期間X＋1の結果からどの

ような活動が行われたのかを推察できる。この

ことから、長期契約のみが活動に条件を付ける

ことができる［：Fundenberg　et　a1．，ユ990］。一般

に契約は機会主義を避けなければならない。そ

のかわりに、活動の内容を推測している支払当

時者は利潤の一部を回収しようと試みる。なぜ

なら契約受託者の投資は埋没投資となるからで

ある。

　この説明はしばしば有効性を失う。商業では

多くの場合、情報は対称的になり得ないからで

ある。例として、石炭の長期契約によって各期

間に基準価格が設定され、その価格は費用要素

によってだけ上昇する場合を考えよう。そのよ

うな契約においては、生産者の活動による実際

の影響は滅多に考慮されることはない。その

影響が次期間に判明するからである。この影

響は、生産者の活動と生産者が観察できない

需要側の要素の結合関数である。ゆえに、ほ

とんどの場合当事者間には対称情報は存在せ

ず、この説明は部分的なものであるといえる

［Schwartz，1992］Q

　第二の理論によると、当事者は時間の経過に

よって変化する状態変数について条件を付けよ

うとする。当事者は費用を支払えば状態変数を

観察することができ、契約の締結とともに観察

を行う。さらに当事者は再び状態変数を観察で

きたときに再契約を結ぶ。最初の契約の期間は

二つの競争的要素によって決定される。それ

は状態変数の観察費用に影響される要素と、逆

に間違った状態変数に則って活動した際の陳

腐化費用に影響される要素である［Harris

and　Holmstrom，ユ987］。この理論によると、当

事者が契約を締結するとき及び終了するときに

情報は対称である。上で見たように、長期契約

の多くの場合では当事者間の情報は対称ではな

い。ゆえに契約期間を、関連する変数の観察か

ら導かれる最適期間とする事はできない。

　しかしながら、この説明は二つの関連する予

測を導く。（a）長期契約が再契約条項または免

除条項を含む可能性は、当事者が条件を付けよ
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うとする要素に指標をつけるのが難しい事から

多様である。（b）同様にその可能性は契約期間

にも左右される。指標をつけるのが難しいと

き、当事者が陳腐化した情報に則って活動する

可能性が生じる。条件がそろえば当事者は再契

約条項と免除条項によって、その契約を終了さ

せることができる。それ故これらの条項を含む

契約は、含まないものよりも効果的で相対的に

短い契約となるだろう。再契約条項と免除条項

が指数化の困難さと契約期間の長さと正の相関

をもっているならば、期間の長さはこの理論が

中心に据えている要素一観察費用対陳腐化し

た情報より生じる費用一によって部分的に説

明できる。なお、最初の予測については若干の

補足がなされている［Crocker　and　Masten，

1989］。

　その二つ目は、契約期間の長さに関する非対

称の情報については裁判所が当事者を契約から

免除しようとすると、実施に関する機会費用を

増やすというものである。当事者は陳腐化した

情報に則って活動をすればするほど、この費用

が増加し、それと同時に旧契約時の契約の実施

と比べて再契約が効率的になる可能性が高まる

だろう。一方の当事者が再交渉時の期待利益を

上回るような偶発的利益を受けるような場合

に、法的に定められた免除はこの効率性を獲得

するために必要である。学説の主旨はこの規範

的意味と一致している。免除条項の根拠は、当

事者の活動が実践的でないこと、例えば継続的

な契約の実施があまりに高くつくことにある。

損失の程度に応じて裁判所が免除条項を適用す

る可能性は高まる。これはただ情緒的なだけの

ことである。なぜなら活動の機会費用がどの程

度であれば免除が許されるのかについて、何の

基準も示していないからである。これから見る
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　　ように、裁判所はこの問題に対して自身の理論

　　を無効にすることで対処する。そして、彼らは

　滅多に契約の非実践性を認識しない。

　　　シュワルツは次のように要約している。経済

　理論によると埋没投資と非対称情報が契約の期

　　間を説明する重要な要素である。しかしながら

　現在の説明は、より一層の検討を必要としてい

　　るようである。非対称情報の要素はさらに、長

　期契約の概要を説明するのに有益である。

　　［Schwartz，1992］。

第4節　経済契約理論一契約内容

　シュワルツは長期契約において取引価格に影

響を与える経済要素として需要側の代理変数を

指数として利用することを提唱している。

［Schwartz，1992］。契約上の当事者の関心は、

契約可能か不可能かという主題に影響される。

事前外生的イベントが事後的に生産者の活動を

不可能にするという状況を考察してみよう。た

とえば工場が火災で焼失するとか、外国の通商

禁止令のために原料を調達できなくなるとかの

事態がその具体例である。このような事態が実

施当事者を契約から免除しなければ、必然的に

生産者の経済的役割は変化しなければならな

い。もし他の生産者が同様の商品を生産してい

るのなら、売り手の役割は卸売業者となる。彼

らは商品を市場から買い入れ、自身の供給義務

を果たそうとするだろう。一方売り手が供給し

ていた商品がオリジナルのもので、市場にその

代替品がないならば、その売り手は供給義務を

果たすことができず、そのための損害を受ける

だろう。ゆえに売り手は買い手に対して、契約

の履行を妨げるような外生的出来事からの保証

をしなくてはならない。
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　売り手にとって、上の例であげた役割を両方

行うことは非効率である。しかも生産者（売り

手）は買い手よりもさらに非効率な立場にい

る。売り手が支払わなければならない法的損害

は買い手の期待利益なので売り手は一般的に

は、より効率の悪い保証人である。そしてこの

期待収益は普通買い手の私的情報である。

　契約の当事者は、売り手が受ける外生的事象

の影響から発生するリスクについて契約を取り

交わすことが可能である。それは彼らがしばし

ばこれらの事象の確率について対称情報を持つ

からであり、事象の発生が立証可能だからであ

る。“不可抗力”条項を含む一般的売買契約で

は、火災・自然災害・戦争・通商禁止令・政府

の禁止などが契約の実施を妨げる場合に、売り

手をその契約の履行から免除する。この不可抗

力条項が適用される確率は、契約期間が長いほ

ど高いと考えられる。それは、契約期間の長期

化によって外生的事象が契約の実施を妨げる確

率も高くなるからである。．ここで、契約の実施

が不可能になることから発生するケースは、法

的に短期契約を含むべきだという事が理解でき

るだろう。しかしこのような契約に関係した当

事者は、不注意から免除条項を考慮しないかも

しれないし、免除条項の締結コストが高額すぎ

ると感じるかもしれない。以下で見るように、

データからこの予測は支持される。免除条項は

長期契約において一般的であり、契約実施不可

能なケースは短期契約下において現れる。

　契約不可能な問題に関して、当事者は契約実

施の機会費用が利益を上回るときに契約を破棄

しようとする。このような事態が起こる可能性

は契約期間によって左右される。よって当事者

は取引価格が現在の経済状態を反映しない危険

性について契約を結ぶ動機を持つ。しかしこれ

を実際に行うことは困難である。売り手は価格

をその費用に結びつける事を望むが、買い手は

売り手の費用を容易に観察できないため、めっ

たにそのような契約を望まない。同様に買い手

は取引価格を需要状況に合わせて決定するよう

望むが、売り手は容易に需要を観察できないの

でそのような契約を望まない。加えて当事者同

士が関係特定的投資を事後的に行うことを視野

に入れているとき、彼らは取引価格と損害補償

を投資水準から独立なものとするよう望む。そ

うしておかないと当事者は相手の投資の利益

を奪おうとするであろうし、また自身過度の投

資を行ってしまうだろう［Mac：Leod　and　MaL

comson，1989；Craswe11，1989］。独立して効率

よく決められた取引価格は当事者が契約を実施

する機会費用に沿うが、上に挙げた理由により

それを達成するのは困難である。

　それ故に、長期契約を結ぶ当事者は二つの困

難な契約問題に直面する。第一の問題は契約義

務を、費用・需要について契約不可能であると

きの費用一需要状態が示唆するものと一致させ

ることである。再交渉はこの問題の解としては

不完全である。なぜなら完全契約を阻む非対称

情報の困難i性がこの事後的な交渉にも：影響を与

えるからである。不確実性と関係特定的投資の

存在が考慮すべき戦略行動を示唆している。ゆ

えに長期契約の多くの場合において、当事者は

再交渉の代わりになるものを必要とする。これ

はさらに第二の問題を引き起こす。すなわち第

一の問題に対するリスク配分は行われ得ない、

ということである。再交渉によっても現在の経

済要因に沿った取引価格を維持することができ

ない。第一の問題に対して、当事者らは取引価

格を立証可能な費用一需要状態の代理変数とす

る事で解決しようとする。そして彼らはしばし
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ば第二の問題に対しても調停条項や再開条項で

対処することがある。さらに最大量条項で実質

的な協力関係を築くこともある。

　当事者は需要・供給側の代理変数を取引価格

に影響を与える経済要素として利用できる。こ

のうち、需要側を利用する方が好ましい。需要

側の代理変数は通常取引価格を現状の市場価格

に関係づけるからである。現状の市場価格は需

要要素・費用要素の両方の変化を反映してい

る。契約には時折価格が“受け渡しの時点で広

く普及している”事を明記している。不履行条

項も、契約が価格を設定できないときにこの価

格を採用する。製品の不均質性によって、需要

側の価格決定条項を使用するのは制限される

［Mulherin，1986；Joskow，1988］。

　供給側の代理変数は売り手の費用と連動する

検証可能な測定尺度に対して取引価格を指数化

する。たとえば、契約は取引価格を卸売物価指

数の変化と関連づける。供給側の指数を利用す

ると、そこに二つの深刻な欠点が存在し、その

ために需要一費用状態を直接観察するのが難し

いことが分かる。その一つ目として、供給側の

指数によって導かれる価格は需要状況の変化と

一致しないことがある。ゆえにこの価格は実質

的に契約実施の機会費用から離れている可能性

がある。二つ目の問題点は、指数を構成する要

素と売り手の生産費用に影響を与える要素の相

関関係が、時の経過とともに弱くなる可能性が

ある、ということである［Schwartz，1992］。

第5節　経済契約理論一事例データ

　シュワルツは事例から法の適用のあいまいさ

と紛争の可能性を指摘している。長期契約では

需要側の指数が4種類利用されている。最初の
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　　二つ一これは“広く普及している価格（prevai1－

　　ing　price）”という用語の変形である一は主に天

　　然ガス・銅・国際商品市場において見ることが

　　できる。契約には、“最恵国待遇”や“無差別

　　待遇”条項などのものがある［Butz，1988；

　　Hubbard　and　Weiner，1989］。これらの規定で

　　長期契約上の価格は、買い手が同一商品に対し

　　て後の期間に支払う価格と同額に調整されてい

　　る。三番目の需要側指数は契約価格を、契約子

　　品が費用一需要要素の変化に影響されるのと同

　　じように影響される製品の、検証可能な価格の

　　関数とする。たとえば天然ガス価格に関する契

　　約は、現在の原油価格の特定の部分に従って価

　　格を設定することがある。4番目の需要側指数

　　一パーセンテージ・リースは不動産市場におい

　　て利用されている。ここでの賃貸収入は（すべ

　　てにおいて、あるいは部分的に）賃借人の総収

　　入の関数として表されるが、これは一般に現在

　　の需要によって左右される。

　　　供給側の指数は需要側のそれよりも一般的で

　　ある。前者は通常、指数に従って後で上昇する

　　ような基本価格を設定する。自動調整段階的に

　　上昇させる規定（escalator　provision）は契約

　　価格を売り手の費用と相互に関係づける検証可

　　能な指数と結び付ける［Jaskow，1988］。その

　　ためにジェット燃料の精製・売買に関する長期

　　契約は、特定の原油の公示価格を契約価格とす

　　る。原油はジェット燃料の主原料だからであ

　　る。

　　　長期契約は不完全な指数が引き起こす問題に

　　対処するため、さまざまなリスク配分や再開規

　　定を含んでいる。リスク配分規定は、最高・最

　　低価格および最大・最小量を設定する。広く利

　　用されている購買または支払条項は最低量規定

　　であり、購買または支払割合は買い手が購入し
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なくてはならない期待契約購入量の割合を表し

ている。天然ガスについての契約は時折“市場

価格取引契約免除（market　out）”条項を含んで

いる。この条項は、転売市場での価格が契約価

格よりはるかに下落した場合、買い手を契約か

ら免除することができる［Broadman　and　To・

man，1986］。再開条項は生産活動が深刻な不

利を呼ぶときに再交渉を許すものであるが、こ

れもまた一般的に利用されている。しかし再開

条項の使用を喚起するような条件、また当事者

がその元でどのように実施するのかについては

ほとんど分かっていない［Goldberg，ユ985］。

たとえば石炭産業では、生産者の費用を誤って

一致させてしまうような指数が再開の根拠とな

ることがあるが、一方で契約価格メカニズムが

実質的に現状と合致しなくなるような需要状況

の変化は、明らかにその根拠とはならない［Jo－

skow，1990］。そしてなぜそのような事が起こ

るのかについては明らかになっていないのであ

る。さらに、相手が同意しない限り当事者も現

在の価格に同意できないとき、調停を行うこと

ができるとする再開条項もある。この違いにつ

いてはいまだ十分な説明がなされていない。

　異質性は、長期契約の典型的な性質である。

ある調査によると天然ガスに関する契約の53

パーセントが市場価格取引契約免除条項を含ん

でいる。別のデータに基づく調査では、31パー

セントとなっているが［Broadman　and　To－

man，1986；Crocker　and　Masten，1988］後者の

調査はさらに契約の22パーセントが再開条項を

含んでいるとしている。石炭に関する契約の調

査でも、かなりの数の契約（すべてではない）

が再開条項を含んでいる事が分かっている

［Joskow，1988，1990］。契約期間についてもさ

まざまである。石炭に関する契約ではその範囲

は1年から50年に及ぶ［Joskow，1988］。天然

ガスに関する契約でもその範囲は1年から30

年に及ぶが、これは10年から15年に及ぶ範囲の

平均値をもっている｛drocker　and　Masten，

1989］。この平均値は再開条項が不確定期間を

含むと考えられるとき、期聞の分散を少なく示

している。さらに、期間を特定しない長期契

約もある。これらは“明白に”無限である。不

完全な指数問題に対応する期間の長さと条項の

使用法についての異質性は、未だ適当な説明が

なされていない［Schwartz，1992］。

　理論とデータによって、不完備契約から訴訟

に発展するであろう三つのケースを予想でき

る。（a）当事者は外生的イベントがその契約実

施能力を制限するとき、契約から免除されるこ

とを望む。（b）当事者は相手の深刻な不利に対

して、リスク配分条項の欠落を利用しようとす

る。（c）当事者は契約を終了させることを望む。

それはケース（a）に見られるように契約実施が

より難しくなったからではなく、契約実施の生

む利潤の減少が原因である［Schwartz，1992］。

第6節　長期契約一免除条項

　シュワルツは法契約理論と裁判所の問題点を

指摘している［Schwartz，1992］。法と経済学の

理論は実際の実施活動の不可能性や、契約の達

成不可能を解決する。法契約理論では契約不可

能な経済的変数を含むケースを解決できない。

実施不可能性と契約の達成不可能性に関する債

務不履行ルールは、当事者が外生的事象の発生

を“論理的に予見”できない場合に限りその契

約の履行を免除する。予見可能性に関する議論

は、裁判所が契約を解釈する際の前提から類推

できる。この仮定の下では予想される障害が起
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こらなかったときの義務に条件を付け得なかっ

た当事者は、そのような障害が現実化するリス

クについて引き受けるよう求められる。ゆえに

無条件の約束をする実施当事者は通常の困難さ

に直面して契約を実施するか、あるいは損害を

被る事を求められる。実現の可能性が微少でリ

スクを負担することが合理的でないように思わ

れる合意の推定をするとき、その契約は“法的

に予見不可能”といえる。活動を不可能にする

事象によって、しばしば生産者はより非効率な

経済的役割を果たすよう強いられるので、裁判

所は当事者がその事象の発生を前提とするよう

合意していたと考えることに消極的である。こ

のような事象は一般に予見不可能であると考え

られる。

　不可能性について債務不履行を引き起こす

ケースには、短期契約が含まれる。その例とし

て、大規模な労使紛争のために契約者を契約の

履行から免除したケースがある。またイギリス

の古い事例では、火事による資産の焼失のため

に債権者を短期賃貸契約から免除したこともよ

く知られている。さらに別のイギリスの事例で

は、行列が中止になったときその行列を見るた

めに部屋を借りていた債務者を契約の履行から

免除した例もある。洪水によって作物が深刻な

被害を受けた場合に農家が受ける免除も、この

例である。

　法的な学説では、以下のような状況下で売り

手の契約実施費用が上昇するとき、その活動を

契約から免除する。（a）契約の価格メカニズム

を陳腐化させる外生的事象の発生が予見不可能

なとき（b）予見可能な事象よりもむしろ（a）の

ような事象が困難を生むとき（c）活動が実践的

でないとき。契約実施当事者がこのような基準

に満足することはほとんどない。そのかわりに
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　裁判所は契約価格での生産を要求する。裁判所

　　が一般に持つ信念は、物理的不可能性の場合と

　対照的である。すなわち、多くの“陳腐化を呼

　　ぶ”外生的事象は通常予期されたものではない

　　が、契約実施者にとって予見は可能だというの

　　である。また裁判所はよく、費用増加の一要素

　　が、申し立て上は予見不可能な要素に帰するこ

　　とを生産者が示せないということに思い至る。

　　最後に、裁判所は膨大な費用の増大が契約実施

　　を非実践的にしているという事実を認識するの

　　に消極的である。生産者の費用が二倍になろう

　　と、それは問題ではないのである。

　　　いくつかのケースでは、“契約”を強制せずに

　　むしろ当事者の実状に対応しようという試みが

　　なされている。しかしこれらのケースは不十分

　　である。なぜなら契約に関する二つの理論に

　　よってこれらのケースを再検討しても満足な解

　　を導けないからである。例えばアルコァはアル

　　ミニウムの生産に関する長期契約で供給側の指

　　数を利用していたが、その指数は実質的に電力

　　料金から乖離するようになった。電力はアルミ

　　ニウム生産における主なインプットである。ア

　　ルコアは損害に苦しみ、契約を破棄した。アル

　　コアの代表は、1ポンド当たり4セントー期待

　　年間誤差は±3セントーという契約の下で利益

　　を計上する予定だったことを証言した。審理で

　　は契約価格メカニズムがすでに陳腐化していた

　　事が認識された。アルコアの喚問はその価格メ

　　カニズム構築の基礎として利用されたのであ

　　る。残りの契約期間中に価格は実際の契約価格

　　を上回り、さらにはアルコアがポンド当たり1

　　セントの利益を得る水準の価格　　標準会計方

　　法によって算出された　　をも上回った。この

　　結果は法ζ経済学の理論では疑問の余地を残し

　　ている。長期契約の当事者が生産者の会計利潤
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に対して条件を付する事は滅多にないからであ

る。これらは関連する経済要素によって変動す

る可能性があり、立証が困難である。また伝統

的理論から見ても、この結果には疑問が残る。

なぜポンド当たり1セントの利潤（または損

失）が公平であるのか、裁判所が根拠を示す事

はあり得ないからである。

　別のケースを考えてみよう。ある航空燃料の

生産に関する契約が、特定の公示原油価格に

従って上昇する基準価格を設定していた。もし

契約後に政府の規制があれば、二つの公示価格

が存在することになる。すなわち旧来の油井か

ら産出された原油の公示価格と、新しく発見さ

れた油井から産出された原油のそれである。後

者は前者よりも高い価格となるので、もし契約

が元来の公示価格を想定しているとすると、新

しく石油を購入する生産者は赤字での生産を余

儀なくされるであろう。上告裁判所は、当事者

が規制を予期していなかったこと、しかし契約

を終了させないことを認識した。そこで上告裁

判所は下級裁判所に、当事者の当初の目標を達

成させるような新しい価格水準を設定するよう

指示した。この目的とは“特定原油公示価格の

上昇との明確な関係において精製された製品の

価格を上げることで原料費に対応する”という

ものであった。しかしこの結果も疑問符を残す

ものである。どのような“明確な関係”が当事

者の当初の意図に沿うものであるのかが事後的

には分からないし、もし規制を予測していた場

合に当事者が他の要素に条件を付していたかど

うかを知る術はなかったからである。同様に裁

判所はその信念が導かれる公正性に関する前提

を認識することはできなかったg

　契約の履行を免除しないケースの大多数は、

受動的な司法戦略を反映している。外生的事象

が契約実施費用をより増大させ、契約価格メカ

ニズムが一定の価格を設定するとき、裁判所は

契約をあらゆる将来の事態において実施するよ

う要求しているものとして把握する。不完備契

約を完全契約であるかのように扱うこの戦略が

有効でないとき、裁判所は将来の事態に影響を

及ぼすであろうルールを作成するよりも、むし

ろ当事者の不明瞭な“意図”による決定に基礎

を置く。法契約理論が用をなさないので、受動

戦略は裁判所にとって魅力的なものである。長

期契約の場合では変化した経済的環境の問題を

考慮するが、弱い・強い契約不可能性によって

その問題を解決できない。裁判所は自らが洗練

された当事者よりもよい契約を作ることができ

ないことを知っているが、その問題を解決する

ために法と経済学の理論を利用しない。契約が

不完備なとき伝統的理論は裁判所に、公正な解

を選択するよう指示している。後の出来事が問

題を生じるときにどちらの当事者が利益を得、

どちらが損害を被るべきかについて知らせるよ

り広範に認められた公正性基準は未だ示されて

いない［Schwartz，1992］。

第7節　長期契約一興規制条項の欠落

　シュワルツは数量規制問題について次のよう

な議i論を展開している［Schwartz，1992］。長期

契約において、最高価格（最低価格）あるいは最

大量（最小量）について設定がなされる場合があ

る。この価格・数量規定によって契約のリスク

配分を維持することができる。例えばもし当事

者が、売り手にとっての上昇する価格と買い手

にとっての下落する価格についてのリスクを配

分しようとするならば、彼らは固定価格と同様

に最小量をも設定しなくてはならない。そうし

一241



　　　　　　　　　　　　経済　学研究

ないと買い手はスポット価格が契約価格を下

回っていれば契約の下でよりも市場での購入を

はかるであろう。

　数量規制条項が欠落していて、当事者が相手

の要求を考慮せずに有利なリスク配分を得るた

めにこの欠落を利用しようとすると紛争が発生

する。当事者が最大量規定を省略しており、最

小量規定を省略しているときに受け身戦略の二

番目の局面に依存しようとするならば裁判所が

困難に直面することはほとんどない。この二番

目の局面の下では、裁判所は当事者の自由裁量

について適当な範囲を定義するよりもむしろ、

契約が当事者に完全な自由裁量を与えている

（あるいは全く与えていない）ものとして解釈

する。ここから、裁判所は一方の当事者に契約

量を選ばせるというのがこの戦略である。

販売上の量の問題についてはどうであろうか。

診＞1なる期間について売り手がそれぞれの買

い手に一定量の要求されたインプットを供給す

る場合を仮定しよう。契約は固定価格がを設定

するが、それは予想流通市場価格［ρ1，＿．．，p勺の

平均となるよう設定される。契約量は不確定で

あり、買い手の要求に従う。当事者は取引量ず

を予想しており、それはある期間に買い手が要

求できる流通可能量［q1，＿．，gん］の平均である。

このような契約の下では、取引量は部分的にス

ポット価格の関数として表される。もし価格が

プを下回るならば、買い手の注文は4を下回る

だろう。逆に価格がρんを越えると、買い手の注

文は♂よりも多くなる。

　売り手に卸売業者あるいは買い手の上限のな

いq＞qんなる供給を要求すると、売り手は倒産

の危機に直面する。倒産は純社会費用を産む。

これは、当事者の意図がリスクを軽減する不履

行条項を暗示しているということである。この

第70巻　第4・5合併号

　条項は、売り手が各期間において♂を超えない

　量を供給するよう求めている。法律がこの条項

　　を規定し、（価格上昇による売り手の損失につ

　　いての）リスク配分を保持している。

　　買い手が注文をq一下に下げたときどうなる

　　のかについて、明白であるとは言えない。産業

　全体の問題（あるいは経済全体の問題）から市

　場価格が下落したとき、買い手にq＞q野上の

　購入を強制するとそれは買い手の倒産の危機を

　呼び、逆にそれ以下の購入を認めると今度は売

　　り手が倒産の危機に晒される。このようなとき

　　には、買い手の注文を過去の実績の平均とする

　べきであろう。もう一つの選択は買い手に量に

　　ついて決定をゆだねるというものである。しか

　　し裁判所はそのもう一つの選択を拒否する。最

　　平な推論は、裁判所は第一の選択（すなわち過

　　去の実績の平均）よりも第三の選択をする、と

　　いうものであろう。この選択の基礎をよりはつ

　　きりと見るために、また最低量条項の欠落から

　　生じる問題が一般的であることを示すために、

　　二つのケースについて考えてみる。その二つと

　　は、パーセンテージ・リースと排他的独占販売

　　権である。

　　　賃貸には、現在の賃貸料を総収入と結びつけ

　　る需要側の指標が含まれていることがある。賃

　　借者の業務が予期していたよりも利益を生まな

　　くなったとき、賃借者は賃貸上のサービス消費

　　を軽減するよう望む。そして賃借者は別の場所

　　で第二の業務を開始し、元来の店舗からそこに

　　業務を移動する。これは業務をすべてあるいは

　　部分的に移動することであったり、業務時間の

　　短縮をはかることであったり、（一般的にでは

　　ないが〉期待利益は増加するが総収入は減少す

　　るように貸借物件での業務内容を変更すること

　　である。典型的な賃貸ではこのような現実を禁
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止してはいない。賃貸によっては賃借者は元来

のビジネスに留まることを要求されることもあ

る。裁判所はこの規制を、賃借者に賃貸物件で

の最低サービス量を消費することを要求するも

のとしてではなく、賃貸人の財産の価値を減少

させるような業務の移動を賃借者に禁止するも

のとして解釈する。

　非対称情報によって、リースにおいてなぜ賃

借人がそれ以上の制約を受けないのかを理解す

ることができる。もし状況が賃貸人に観察不可

能で裁判所による検証も不可能なとき、多様な

需要を状況のもとで賃借人が取るべき戦略を特

定するのは困難である。小売り需要の状態は典

型的な賃貸人には観察不可能であり、立証も難

しいものである。そのような中、賃借人は二つ

の方法で制約を受けると考えられる。第一に、

リース期間中にレソトが賃借人の利益の側面か

ら捉えられる可能性が考えられる。賃借人は利

益の最大化を図ろうとするインセンティブがあ

るからである。当事者は利益に関して条件を付

けることができないため、利益条項は滅多に利

用されない。情報の大半は賃借人の私的なもの

で、操作されるおそれがある。第二には、リー

スが最低価格を設定する場合が考えられる。最

低価格条件の下では、賃借人は次のうち最大の

ものを支払うよう求められる。（a）総収入の一

定割合（b）名目以上の固定レンタル料。この条

項は一般的である［Axelrod，　Berger，　and　John－

stone，1986］o

　リース契約が最低価格規定を含まないとき、

裁判所は事後的にその契約をまるで当事者が賃

借人に自身の裁量で利益最大化のための戦略を

策定できると規定しているかのように解釈す

る。ゆえに賃借人は業務を中止する一つまり

何も消費しない　　ことができる。このような

場合にはこのリース契約は終了である。裁判所

はよりよい需要側の指標を作るよりもこの解を

好む。賃借人がその資産を利用していたときの

効用は減少することがあるが、賃借人はそれに

対して価値をプラスにするように業務を変更す

ることができ、賃貸人に対しての価値がゼロに

なるようには変更できない。例えば、賃借人が

店舗を収入を生まない倉庫に変更する場合を考

えよう。もしリース契約がこれを許しているな

らば、賃借人には契約に従って賃貸人の資産を

没収する権利がある。当事者はこの賃借人の権

利を意図することはなく、ここから裁判所は最

低量規定を暗に示す。つまり賃借した物件を占

有している限り、賃借人は同じ業務を続けなく

てはならないのである。このルールは、裁判所

に最低量の内容について特定するよう要求して

いるようだが、実際に裁判所がそれをすること

はない。その代わりに裁判所はただ賃貸人の資

産価値をゼロにするような行動を禁止するだけ

である。

　裁判所は、確定価格を生ずる指数条項を含む

長期契約を扱うのと同じように最低価格規定を

含むリース契約を取り扱う。契約は明確な価格

についてのみ実施される。この司法戦略の結果

として、賃借人は最低価格を支払う限りにおい

てどんなビジネス・プランを実行しようとも自

由である。裁判所は最低量規定を契約に盛り込

むことで賃借人をさらに規制することができる

が、実際にそれをすることはない。

　リース契約のケースはここから、戦略決定時

の裁判所の受動的なケースについての第二の重

要な局面を実行する。この第二の局面では、裁

判所は、契約下で当事者がとる行動を規制しな

ければならないような事態を最小化する意図を

当事者に由来するものであるとする。リースさ
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れるサービスの数量についての裁量をほとんど

完全に賃借者に与えることで、裁判所は当事者

の数量の選択を規制する条項を設定することで

リース契約を完備契約にする役割から逃れるこ

とができるのである。

　流通業者の数量に関する問題についてはどう

だろうか。企業はしばしば他の企業あるいは個

人に製品の生産と流通サービスを行っている。

この売り手（配分者）には商標やブランド名の

販売、あるいは本の出版などについての排他的

な権利が与えられている。売り手は通常、（多

少なりとも）契約商品の代替となる他の商品を

生産（他の本を出版）する。典型的な契約では、

サービスの買い手一例えば本の著者一は総

収入の一定割合のロイヤリティを受ける。よっ

て買い手は売り手が総売上を最大化する事を望

む。しかし一方では売り手は利益の最大化を望

む。売り手が特定の買い手のために流通業者の

サービスを減らし、利益を最大化するときにこ

の目的の相違は紛争を引き起こす。そのような

ケースにおいて、売り手は他の商品を他流通さ

せることや契約商品と競合する新しい商品によ

り多くの努力を払うだろう。このようなとき買

い手は、ロイヤリティの減少を理由に提訴す

る。

　このような紛争は、契約が最低量条項を含ん

でいれば回避できるのだが、このケースでは数

量問題を規定することは契約不可能なように思

われる。最低量規定は契約商品に対する需要の

状態について、売り手の努力に条件を付けるも

のであるが、買い手はその努力や需要について

滅多に観察できない。それ故典型的な契約で

は、売り手が履行しなくてはならない流通量に

関しては言及されないし、売り手が尽くさなく

てはならない努力の保証はあいまいである。

第70巻　第4・5合併号

　　契約法は流通業者の契約を取り扱うとき、最

　低賃貸料のないパーセンテージ・リースを取り

　扱うのと同じ方法で行う。つまり裁判所は認識

　　できる限り当事者の意図を強制するのだ。もし

　　その意図が不明ならば、裁判所は流通業者の

　　サービスの量について売り手に裁量を与える。

　　この裁量はほとんど規制されないものである。

　　なぜなら売り手が商品の流通について排他的な

　裁量権を持っているからであり、その量をゼロ

　　に減らせば売り手は契約条件に基づいて商品を

　　自分のものにすることができる。しかし当事者

　　はこれを意図しない。ゆえに、法的な債務不履

　行ルールは売り手に商品を流通させるように

　　“最善の努力”を払うよう要求する。裁判所は

　　未だ、どのような努力が最善かを決める基準を

　　作りだしていない。そのような基準なしでも、

　　売り手は“誠実に”行動しなければならない。

　　売り手がほとんど何もしなかったり、悪意に基

　　づいて行動したときにこのルールは破られる。

　　そのようなことにならない限り、売り手の裁量

　　は規制を受けない。

　　　裁判所はいくつかの理由からこのように最低

　　量規定を設定する。裁判官は典型的な当事者が

　　望むであろう最低量規定を設定するに当たっ

　　て、法と経済学の理論が指示するところに従う

　　ことはできない。おそらく当事者は数量の問題

　　について考慮するが、それは広い意味で契約不

　　可能である。裁判所は公正な最低量規定を導く

　　伝統的理論の指示に従えない。現存の公正性に

　　関する基準では、生産者が供給しなくてはなら

　　ない量に関する標準を導けないからである。

　　　量に関して法的規制の代わりとなるものに、

　　買い手または売り手に数量条件を選択させるこ

　　とがある。当事者は買い手に裁量を与える債務

　　不履行ルールを変更する。出版者がすべての著
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者が望むように本を出版しなくてはならないと

したら、その出版社はすぐに倒産するであろ

う。ゆえに裁判所は、売り手が数量に関する選

択を行えるものとして行動する［Schwartz，

1992］。

第8節　長期契約一修正と再交渉

　再交渉の経済モデルでは、当事者は双方とも

に費用なしで元来の契約条件を強いることがで

きると仮定する［Schwartz，1992］。ゆえに再交

渉はパレートの改善（Pareto－improving）であ

る。当事者は元来の契約よりもよくなるような

修正のみを申し出、その相手はその修正によっ

て利益を得るときにのみそれを受け入れる。費

用なしでの強要という仮定は強いものである

が、もし修正の要望を受けた当事者が契約の結

果として投資を行わず、その当事者が他の企業

と費用をかけずに再契約できる場合にはやはり

パレートの改善である。後者のケースで、当事

者の投資は一般的である。これらの状況の双方

が失敗であれば、費用の生じる強制が存在し、

そのためにこの契約修正が必ずしもパレートの

改善であるとは言えない。つまり当事者は元来

の契約よりも条件を悪化させる再交渉提案を受

け入れることとなる。裁判所にとって、再交渉

後の契約と元来の契約のどちらを強制すべきか

が法の問題である。

　その合法性について後に検討されるような修

正は、次の三つの状況で発生する。（a）契約は完

全であるが、一方の当事者がより有利な条件を

求めているとき（このケースは、関係特定投資

によって当事者が事前よりも事後に、より強い

交渉力を得るときに起こりうる）（b）完全契約

が結ばれる可能性はあったがそれは成されず、

当事者が世界の事後的な状態に照らして新しい

条件を提案したとき（c＞契約が必然的に不完備

で、当事者がそのような新しい条件を提示する

とき。

　（a）において行われる修正は、それが再配分

を目的としていることから望ましいものとは言

えない。ゆえに再交渉費用は重大な損失とな

る。同様に、そのような修正を予期することは

効率的な契約の締結の妨げとなる場合がある。

しかしそのような修正は滅多に起こるものでは

ない。よりよい条件を得るための完備契約を破

るぞという脅しは、評判についての高い費用が

発生する可能性がある。また、当事者は抵当

（相互に埋没費用投資を行うこと）を交換する

ことで自身の行動を阻む可能性がある［WiL

liamson，1983］。これに関連して、法が支払者

に元来の契約を回復することを許し、（a）の修

正を阻むこともある。活動を受けて、この当事

者は再交渉での合意が要求する超過支払を拒

否、提訴することができる。

　（b）の修正は通常、実施当事者が現在の状況

を正確に把握できないときに生じる。例えば契

約者が、地表下が普通の状態であるという前提

でビルの基礎工事に関して合意をしている場合

を考えよう。実際には地下の水の流れは活動を

より困難なものにする。土地所有者が実際の契

約実施費用を反映する価格条件を改訂させない

ならば、契約者は契約破棄の様相を見せる。

　裁判所はこのケースを二つの段階に分けて決

定を下すべきである。まずリスク配分条件を選

ぶことによって契約を完備契約とすべきであ

る。不利な状況が起こる確率については通常知

り得るし、そのような状況の存在は立証可能で

あるから、契約実施活動リスクは契約可能であ

る。リスク配分問題に対しての答えは、修正が
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強制可能であるかどうかの問題に対する答えを

決める。もし法的な条件が実施当事者のリスク

を配分するならば、法は（a）のケースを扱うよ

うに（b）のケースを取り扱わねばならない。

（法で補足された）完備契約は生産活動者に、

実際に起こった状況下でもサービスの提供を行

うよう求めている。ゆえに当事者はより高い価

格またはそれよりも緩い条件を得るために契約

を破棄する脅しをするべきではない。ここか

ら、そのような修正に合意した所有者は元来の

契約を回復することを許されていると考えるべ

きである。反対にもしリスクが支払者に配分さ

れていれば、リスクが具現化したときに実施当

事者は活動を強要されないことになる。その結

果、それは破棄する事を強要されない活動を生

み、活動の抑制を導く。存在しない義務を破棄

することはできないからである。むしろ契約実

施当事者は費用と同等の利益を得ない限り、取

引を拒否するだろう。これは特に害を及ぼす行

為ではないので、一般に利用されているのだが

裁判所は支払者に価格の上昇を要求するのであ

る　［Schwartz，1992］。

　裁判所は一般に（c）の修正を要求する。なぜ裁

判所が不完備契約を規制するのにためらいを見

せるのかをもっとも論理的に説明しているのが

この修正であろう。この（c）のケースでは環境の

変化から契約実施活動の機会費用は実質的に契

約価格を上回る。当事者の契約実施活動が非実

践的なとき、法律の学説ではその免除が主張さ

れている。実際には、免除が行われることは非

常に難しい。結果として契約実施者は、支払者

が価格条件を修正しない場合、しばしば契約実

施をしないそどおどすことがある。

　裁判所は契約を完全にして、どちらが関連す

るリスクを負うのかを決定することでこれらの

第70巻　第4・5合併号

　　ケースに決断を下すことはできない。免除問題

　　で見たように、リスクは契約不可能だからであ

　　る。そのかわりとして裁判所はどのような場合

　　でも、“誠実さ”を求められる（c）の修正を要求

　　する。“契約が結ばれた時点で当事者が予期し

　　ていなかった状況の観点から公正な”修正を要

　　求するのは誠実である。裁判所は契約上の実質

　　的な損失を受ける当事者が求めるであろう修正

　　を強いるためにこのルールを適用するが、それ

　　は当事者が契約後の状況を予期していなかった

　　と思われるときのことである。修正が法的に効

　　力を持つとき、その修正に賛同した当事者が元

　　来の契約を復活させることはできない。

　　　これらのケースにおける裁判所の活動は、お

　　そらくどの法契約理論をも反映していない。修

　　正を強いるとき、裁判所はそれがまるで再開条

　　項を含んでいるかのように振る舞う。再開条項

　　は時折利用されるが、提訴された契約にそれが

　　含まれることはない。このことを考えれば、こ

　　の異質性のために、典型的な当事者が再開条項

　　を求めると結論づけるのは難しい。同様になぜ

　　再開条項を含む契約が含まない契約よりも公正

　　であるのかを説明することも困難である。裁判

　　所はその代わりに受動戦略が持つ事例対処の第

　　三の特徴を活用する。この特徴によって司法の

　　役割は最小化される。その下で裁判所は当事者

　　が晴報を共有している場合に、事後的に再交渉

　　することを促し、私人の秩序の役割を最大化す

　　るよう試みる。もし契約の修正が法的に実施可

　　能ならば、さらに再交渉が行われるだろう。ゆ

　　えに裁判所は当事者が契約を実施可能な状況を

　　拡張することによって典型的な当事者に効率

　　的、かつ公正な状況を供給することができない

　　事に対応するのである［Schwartz，1992］。
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第9節　理論と対処の方法

企業統治と契約

　　　　　を完備契約とすることを拒否する。この戦略は

　　　　　二つの根元的特徴を持っている。第一に裁判所

　上記の分析からシュワルツは理論を構築して

いる［Schwartz，ユ992］。その理論は次の五つの

前提の上に成り立っている。

1　司法の機能は一般に適用されている政治

　的原理から導かれるべきである。

∬　契約上では一般的な原理として、裁判所

　は公正性に基づいて私人の秩序を促進するべ

　きである。

遅1　契約が不完備なときの裁判所の役割は、

　不公正にならない限り効率的な条項によって

　契約を完備契約にすることである。

17　契約が必然的に不完備であるとき、裁判

　所は皿が構想する役割を実行することはで

　きない。

γ　裁判所が契約の不公正を発見する確率は、

　契約当事者の知識が深いほど低くなるだろ

　う。

　これらの前提から、以下三つの予測をたてる

ことができる。

C、契約が“通常通り”不完備であるとき、裁

　判所はそれを完全化するよう試みる。

C2契約が必然的不完備であるとき、裁判所は

　当事者が契約を完全化する試みを回避するこ

　とを許す戦略を追求する。

C3契約が完全であって、しかしその結果が非

　効率的あるいは不公正であるとき、裁判所は

　契約を裁判所の望む条項で完備契約にする。

　この理論を裏付ける証拠が数多く認められて

いる。σ、に関して、契約の完了は裁判所の標準

的な役割である。シュワルツは概して、契約法

ルールが効率性に傾斜する傾向があると考えて

いる。σ2に関して、契約が必然的に不完備であ

るときに裁判所は受動的司法戦略を好み、契約

は不完備契約がまるで完備契約であるかのよう

に振る舞う。この方法で活動することは、契約

価格と数量条項を強要することになり、それは

当事者が裁判所の決定を好むか否かに関わらな

い。第二に、契約下での当事者を裁判所が規制

する必要性を最小化する、という意図を裁判所

は当事者に帰する。例えば、契約条項がどの程

度の裁量を当事者に与えているのか不明瞭であ

るとき、裁判所は当事者に完全裁量を与えたり

全く与えなかったりする。裁判所はγが暗示

する理由から、部分的にこの戦略を採用する。

必然的不完備契約の多くの場合において、当事

者は思慮のある企業である。ゆえに裁判所は彼

ら以上に好ましい行動を自身が行えないと信

じ、アクションを起こさない。

　第三の予測は厳密な製造物責任の学説（the

doctrin　of　strict　products　liability）において

もっともよく表されている。企業と消費者の、

規制されていない契約は完全なものである。な

ぜならそれらの契約は消費者に欠陥商品が傷害

を引起こすリスクを配分しているからである。

裁判所は、消費者が複雑なリスク移動契約を理

解できず、消費者は実際に製品から損害を受け

る確率分布について無知であると信じている。

ゆえにこのような環境下で消費者に製品のリス

クを配分することは非効率であり、さらには不

公正である。ここでこれがなぜ非効率なのかと

いうと、製品の安全性に対して比較優位にある

からである。そしてなぜ不公正かというと、情

報を持っている個人ならシフトするであろうリ

スクを情報のない個人は背負うことになるから

である。この環境下で、C3によると裁判所は欠

陥商品のリスクを企業が背負うことを否認しな
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い義務を有した代替となる完備契約を提示す

る。ここから厳密な製造物責任の学説が提示さ

れるのである。

　不法行為として知られる条項においては、裁

判所は関連する当事者が応じなければならない

義務を与える。契約を規制するとき、裁判所は

同様に当事者の行動も監督する。厳密な製造物

責任に関する学説と、その関連学説の重要性に

よって、多くの法律論者は契約法は不法行為法

に含まれると主張している［Gilmore，1974］。

しかしこの見解は、誇張している。ここで見た

ように、裁判所はそれらの契約が生み出される

仮定を信用しないとき、市場契約を無効にす

る。そして裁判所はその代わりとして、効率的

で公正である契約を提示する。しかしその過程

を把握し、その結果として必然的不完備契約が

生じることを理解していれば、裁判所は規制を

行わない［Schwartz，1992］。

　必然的に不完備契約の規制を受けた最適解は

今のところ存在しない。現在までに提示されて

いる解は、二つある。まず人々は経済的変化に

起因する損失や利益を、裁判所が公正に配分す

ることを求める。しかしこの解は、二つの理由

から満足なものとは言えない。第一にそれは問

題の本質を倒壊させている。情報が観察不可能

かつ立証不可能な場合、裁判所は何が問題と

なっているのかを知ることができない。例え

ば、売り手が七年契約の三年目に、航空燃料の

生産において生産費用の増大から実質的には損

失を被るとして、契約からの免除を求める場合

を考えてみよう。買い手（この場合は航空会

社）は契約の履行を求めて提訴するだろう。裁

判所はどのようにして一つのパイを公平に分け

与えるだろう。もし本当の売り手の費用や、本

当の買い手の利益が立証可能ならば契約価格メ

第70巻　第4・5合併号

　　カニズムがそれらについて条件を付加している

　　はずである。配分上何が問題になっているのか

　　という疑問には未だ十分な分析が成されている

　　とは言えない。

　　　第二に、もしパイの大きさを知ることができ

　　るときでも、どのようにしてそれを切るのかと

　　いう道徳的問題が残る。等分に分けるのが公正

　　に思われるが、しばしばそうでもない状態も起

　　こりうる。上記のジェット燃料の売り手が巨大

　　石油企業で、反対に買い手が小さな航空会社で

　　あれば、等分することが公正でないことは明白

　　であろう。紛争の両者が類似した企業組織であ

　　るときにもこの問題は解決され得ない。二つの

　　大企業にとって公正となり得る配分を考える

　　と、配分上の公正性は解き得ない問題に直面し

　　てしまう。裁判所が損失や利益を公正に配分す

　　る際の解は、どのぐらいの大きさのパイをどの

　　ように分けるのかという問題が解決するまで、

　　解く事ができないのである。

　　　第二の解は、たなぼた利益と損失を引き起こ

　　す予期しなかったイベントに偏って焦点を当て

　　ている。その解によって裁判所はそのイベント

　　を避けるように求められている。この解がどの

　　ように働くのかを見るために、上記のジェット

　　燃料契約の当事者が、価格指標によってある契

　　約価格（その価格はその後の市場動向で15％の

　　誤差を生じる）を導けない取引を行う時期を把

　　卜しているとしよう。指標は現行スポット市場

　　価格より35％低い契約価格を導く。燃料を契約

　　価格で購入する買い手は、指標が最大の誤差を

　　示したときに20％ものたなぼた利益を得るだろ

　　う。同時に売り手は20％の損失を抱えることに

　　なる。それ故に裁判所は価格条項を再検討し、

　　指標の価格を15％ずらすことによって買い手の

　　収益と売り手の損失は“適正化”される
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［Schwartz，1976］。

　突然の収益と損失を道徳的正当性の見地から

成り立たせることはできないため、この解は適

当であるように見える。しかしこの解は未だ採

用されたことがない。それが管理上の問題を引

き起こすからである。当事者は指標価格が下落

するのに十分な期間について、期待を共有する

ことはない。その逆に彼らは異なる期待を立て

るであろう。少なくともその一方は全く関連し

ない期待をたてる可能性がある。当事者同士が

信頼区間に関して期待を共有していれば、後に

裁判所が期待年数を回復する際に困難に直面す

る。後の価格に関するイベントの影響も、同様

に困難な問題である。これらの理由によって、

たなぼた利益と損失を回避するような解は存在

しないのである。

　これら配分上の審判とその適当な解とは別

に、文献の中には意志決定者が当事者の協力と

“非経済的な”規範による妥協を促進するよ

う、漠然とではあるがアドバイスしているもの

もある。しかしこのアドバイスは役立たないよ

うに思われる。当事者は取引からの収益を活用

し、社会的道徳規範に固執する誘因を持ってい

る。そしてこれらの誘因がイベントにおいては

かなり弱いので、彼らは法廷で争うことにな

る。ゆえに、将来において当事者に効率的・公

正に振る舞うよう告げても、良くて勧告的ある

いは奨励的な効果しかないであろう。

　必然的不完備契約をどのように規制するのが

最適なのか。おそらくその答えはさらなる経済

的発展の後に出るだろう。長期契約問題の最適

解が導かれたなら、法と経済学の理論に従って

裁判所はそれを利用するだろう。そして伝統

的理論の支持者はそのような契約を公正であ

ると認めるであろう。ゆえにシュワルツは、法

企業統治と契約

　　　　　契約理論は今後の経済学の発展とともに進化

するであろうという結論に到達するのである

［Schwartz，1992］。

第10節　シャーキングとモニタリング、契約実

　施メカニズム

　取引の内部化による利益は垂直的統合，関連

性のある多様化（related　diversification），関連

性のない多様化（unrelated　diversification）か

ら生じる。垂直的統合を企業戦略としてとると

便益として統合の経済が，関連性のある多様化

戦略からは便益としてスコープ（scope）の経済

が，また関連性のない多様化からは，便益とし

て内部資本市場の経済がそれぞれ得られる。垂

直的統合からの便益は特定の資産に投資するこ

とによって財と用役の低い生産費用を実現し，

少数取引において生じる機会主義や情報の偏在

による取引の困難性を克服する便益をもたら

す。

　また情報の偏在によって資源配分を誤る可能

性を除き，より多くの情報を得ることによっ

て，企業が部分最適化を避け，資源利用の利益

を増すことができる。また取引当事者との複雑

な契約を省略できるので，内部化は利益をもた

らす。スコープの経済はインプットを共有する

ことから生じる便益である。インフ．ットが共有

されるときには，スコープの経済を契約に盛り

込み，それが達成されたかどうかをモニターす

ることが困難なので，条件つき契約をしなけれ

ばならない。この場合には情報の偏在や制約付

き合理性の存在のため，すべての起こりうる事

象を契約に盛り込むことは費用が高くつく。

　したがって関連性ある多様化はこれらの取引

を内部化することによって費用を節約するとと
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もに取引の困難性を克服できる便益が生じる。

内部資本市場の経済は外部資本市場における機

会主義や情報の偏在から生じる市場の失敗を源

泉とし，内部監査によって機会主義的行動を排

除し，組織の効率を高めるためのモニタリング

制度や，インセンティブ・システムを採用する

ことによって組織のコントロールを促進し，効

率を高めることによって得られる便益である。

他方取引を内部化することによっても機会主義

が生じる可能性がある。例えば階層組織がプリ

ンシパルとエージェントから構成されると仮定

すればエージェントが機会主義的な行動をとる

機会があるかも知れない。ここにエージェント

の機会主義的行動をモニターすることによって

組織の不効率を除くことができよう。

　機会主義的行動を阻止する契約実施メカニズ

ムを考案することができる［Klein，B．　and：K．

M．Murphy，1988］。ここでは垂直的な取引関

係があり，製造業者はディーラーに望ましい

サービスを供給してもらうため契約を結ぶこと

が実施可能でないと仮定しよう。

　完全な契約は多額の取引費用がかかりまた硬

直的であって，市場が変化した場合に再交渉を

必要とし，高額な費用を被る可能性がある。そ

のため製造業者はディーラの成績をモニターで

きるが明示的な契約はしない。

　製造業者向けのディーラーの特定の投資が十

分な大きさのものならばディーラーはシャーキ

ングを行う（機会主義的行動をとる）ことに

よって製造業者から取引停止の通告を受けるこ

とにより投資に対する準レソトを失う脅威があ

るので，ディーラーはシャーキングを行わず，

製造業者の望むサービスを供給することによっ

てディーラーの成績をあげるであろう。

　ディーラーは取引の停止という脅威によって
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　　よい成績をあげるようなモチベーションが与え

　　られている。製造業者は水準以下の成績のもと

　　に取引を停止するという選択権を持つことに

　　よって，ディーラーを観察し管理することがで

　　きる。プレミアムを打ち切る実施メカニズムを

　採用することが効率的であることがわかると，

　契約の調整は取引当事冷間で準レソトを最適に

　配分するよう考案されなければならない。ある

　　レソトを製造業者からディーラーに移すことに

　　よって小売レベルの再販価格の維持や卸売レベ

　　ルの包括的テリトリーを決める。例えば卸売業

　者に特定の立地における固定した比較的少数の

　小売業者を割り当てる，といった垂直的制限は

　一定の効果を持ち，ディーラーの成績を保証し

　　ている。

第11節　垂直統合と資産の特定性

　資産の特定性は契約により取引の一方の当事

者によって取引の他方の当事者のためになされ

た投資が，両者にとって特定的な資産に対する

投資となり，．新たに契約によって市場取引を行

うには取引費用が高くつくため大きな困難が生

じることを意味する［Williamson，1981，1985］。

　市場取引に不確実性がなければ市場で取引契

約をすることと階層組織を作ることとの間には

コストの差はあまりない。市場の取引に不確実

性があるとき，企業の持つ能力は限界があるの

で，不確実な将来をも予測した完全な契約を結

ぶことは不可能である。従ってここに機会主義

の入り込む余地が生じる。取引の少数性がある

と取引相手が機会主義的な行動を起こしやす

い。

　取引に特定的な資産に対する投資が行われて

いたり，情報の偏在が存在すると機会主義的行
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動を助長する。このような可能性を避けるには

包括的な条件つき請求権契約を結んで起こり得

るあらゆる状態に備えて保険をかけるべきであ

ろう　［Arrow，1974］。

　しかしこのような契約を結ぶのは多数の起こ

り得る状態を考慮しなければならないのでコス

トが高くつく。もしも市場で取引するコストが

高くつくときには，企業は取引を内部化するこ

とによって取引費用を節約し，経済的利益をあ

げることが出来る。ウィリアムソンは部品を内

製するか外注するかの問題を取引費用と資産の

特定性の概念を用いて分析している。このモデ

ルでは，資産の特定性が低い時には，．部品の供

給企業は購入企業の内面に比べて生産費用に関

して優位性を持つ。ティースは多国籍企業の海

外投資について垂直的統合を行うべき資産の特

定性の程度について考察している。［Teece，

1986］

　ティースの議論は市場を用いるか組織を用い

るかの決定を考える際に，市場の取引費用及び

内部管理費用を用いて市場から組織を用いるこ

とにスイッチする資産の特定性の程度を決定し

ている。またライセンス生産を利用するか子会

社を用いるかの決定についてはライセンスにか

かわる取引費用と子会社の管理費用を用いて，

ライセンス生産から子会社による生産にスイッ

チするノウハウの複雑性の程度を決定してい

る。

　市場の取引費用から部品の内製にともなう管

理費用を差し引いた差額と資産の特定性の程度

から、市場を用いるか内部組織を用いるかの

カットオフ・ポイントを見つける考え方は、多

国籍企業の海外投資の問題にも等しく応用でき

る。多国籍企業が海外に子会社を設立して生産

を行うかライセンス生産するかの問題はノウハ

ウの複雑性を資産の特定性に代替すればライセ

ンス生産するかどうかの切り替えの問題を解く

ことができる。また、部品生産のような垂直的

統合の問題でも、部品の設計や加工方法が秘密

であるというようなノウハウが市場取引との関

連を持つ場合にも適用できよう。ヒルとキムは

多国籍企業の垂直統合や水平的統合、つまりラ

イセンス生産か子会社の利用かの問題にノウハ

ウの拡散の危険と時問を考慮にいれ、取引費用

として事前費用と事後費用の概念を導入した

［Hill　and：Kim，1988］。事後費用は機会主義

にかかわる費用であり、事前費用との和が総取

引費用であり、ノウハウの拡散の危険をどの程

度で選ぶかは総取引費用が最小になるところで

選ぶ。時間を考慮に入れると総取引費用曲線は

逓減する。しかも内部化によってこの総取引費

用は節約されるから、これが総経済利益と考え

られる。他方企業の費用として内部化費用が考

えられる。両者の差は正味経済利益であり、こ

れが負から正あるいは正から負に転換するとこ

ろがライセンス生産から子会社による生産ある

いはその逆の戦略を取るべき切り替え時点であ

る。ヒルとキムのモデルは変数を適切に選択す

れば検証が可能なので操作性の高いモデルとい

えるであろう。戦略と組織の選択を考えるに当

たり取引費用と多様化をテーマとしたジョーン

ズとヒルの議論がある［Jones　and　Hill，1988］。

ジョーンズヒルのモデルは取引費用の一種と考

えられるモニタリング費用と内部化によって節

約された経済利益を考えることによって内部化

をどの様な内容でどこまで進めるべきかを決定

するモデルを開発した。内部化による経済利益

の源泉として統合の経済、スコープの経済、内

部資本市場の経済を抽出した。また費用の側に

モニタリング費用を取った。モニタリング費用
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は機会主義を除き組織の経済効率を高めるため

には不可欠の費用である。特にこのモデルでは

関連性のある多様化を取り扱う場合には共通資．

源の配分の問題が生じ、モニタリングの問題を

考慮に入れる必要がある。モデルでは最初に内

部化の最適水準を決定するに当たり限界モニタ

リング費用と企業の採用する戦略かち得られる

限界経済的利益を用いた限界分析を行い均衡点

を得た。動態的モデルでは両曲線のシフトする

局面を環境の静態的な場合と変化する場合に分

けて考察している。環境の変化は組織構造の変

化をもたらし費用曲線を上方ヘシフトさせるで

あろうし、競争の激化は機会主義的行動を弱め

内部化の動きを減らすであろう。ジョーンズと

ヒルは二つの命題を挙げた。第一は関連性のあ

る多様化はシナジーを利用する機会が多くなり

得られる利益も多いというものであり、第二は

関連性のない多様化からの利益は多様化の低い

水準では相対的に低いというものである。関連

性のある多様化からの総利益曲線と総モニタリ

ング費用との差が正味経済的利益であり、先の

限界分析の均衡点で決まった内部化からの利益

が最大になるところで、関連性のない多様化戦

略を取ることにより企業は利益を最大化する。

このモデルでは命題が当てはまるかどうかは各

企業の状況によるという点が指摘できる。

第12節　所有権理論

　グロスマンーハートによれば垂直統合は資産

に対する所有と完全なコントロールを意味して

いる［Grossman　and・Hart，1986］。彼らによれ

ば労働と企業の関係は垂直統合に影響を与えな

い。つまり労働者は垂直統合の程度を変えるこ

とのない独立した契約者である。
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　　所有権が残余持分コントロール権を意味する

　　場合、契約によってコントロール権を不完全に

　　しか特定できない。残余持分コントロール権を

　　完全に特定できるならば契約がすべての残余持

　　分コントロール権を完全に配分してしまうとい

　　うことである。一般に所有権は（A）残余持分コ

　　ントロール権と（B）残余利潤請求権から構成さ

　　れる。残余コントロール権は企業にとって本質

　　的な権利であり、経営権を委譲された経営者が

　　残余持分コントロール権を持つ。株主は残余利

　　潤請求者となる。物的資産の残余持分コント

　　ロール権を従業員の生産性に対して用いること

　　により、威嚇によって間接的に従業員をコント

　　ロールすることが可能となる。残余持分コント

　　ロール権は権限関係の源泉にもなる。A企業と

　　B企業の統合は雰囲気と忠誠の寄身をかえ、機

　　会主義的行動を除く。組織のあり方について次

　　の三つのケースが考えられる。関係特定的投資

　　が事前に行われていると仮定し、垂直的交換関

　　係にある上流と下流の二つの企業を考えるてみ

　　よう。前方統合が行われる場合には上流企業は

　　下流企業の資産を所有して、両企業の経営決定

　　権をコントロールできる。後方統合は下流企業

　　が上流企業の資産を所有し、両企業の経営決定

　　権をコントロールできる。統合しないケースは

　　両企業とも独立し、各企業は自企業の資産を所

　　有して契約について交渉することなく経営決定

　　を行う。最初の二つのケースでは統合の形態は

　　経営決定に対する交渉力に影響を及ぼす。これ

　　は準地代の配分を決める。つぎに関係特定享年

　　産の投資に対する各企業のインセンティブに影

　　響を与える。結局このような決定は交渉当事者

　　にとって利用可能な総準レソトを決定すること

　　になる。グロスマン一八ートは所有権は総利益

　　にたいして最も強いインパクトをもつ企業に与
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えられるべきであると主張している。上流企業

の特定資産に対する投資が下流企業の投資より

も総利益に対するインパクトが大きいなら前方

統合が最適であり、逆ならば、後方統合が最適

である。また両企業の投資の総利益に対するイ

ンパクトが等しいなら統合しないことが最適な

企業の形態である。従って特定的投資が当事者

によってコントロールされる範囲にしたがって

統合の程度が決まる。また物的資産の特定性と

人的資産の特定性は統合の程度についての異な

る意味をもっている。GM社とフィッシャーボ

ディ二間に生じたホールドアップ問題は人的資

産の重要性の故に、つまり関係特定的ノウハウ

にたいする投資から生じる資産の特定性のおお

きさゆえに生じたのである。もしもフィッ

シャーボディ社がホールドアップ問題にかか

わった場合、GM社は他のサプライヤーを見つ

けるのに困難があったのでGM社はフィッ

シャーボディ社を統合したのである［K［ein

1988，pp．199－213］。

まとめ

　企業は垂直統合によって様々な利益を得るこ

とが出来ると考えられる。それらは垂直統合の

経済，インプット市場における不確実性の削

減，製品市場における不確実性の削減，製品市

場における独占力の獲得，インプット市場にお

ける独占力の獲得，参入障壁の創出または強化

である。不確実性が経済環境にはつきもので

あって，インプット市場の不確実性は垂直統合

によって減ずることが出来る。取引費用の観点

からは垂直統合を行わなければ少数主体問交渉

が支配的となり，かつ不確実性に直面して，限

定された合理性のために，適応的で逐次的決定

プロセスが最適性を持つような状況のもとにお

いて垂直的統合が行われるのである。

　自律的ないし準自律的な単位の間で限定付き

の結合利潤最大化になるような同意に達しよう

とする場合には，契約に欠陥が生じたり，他の

当事者をだまそうとするなど危険性がでてくる

のに対して，合併の契約が行われる場合にはこ

うした危険性を大いに減らすことが出来る。し

かし他の契約上の代替案にかかる取引費用の方

が垂直統合が行われる取引費用よりも安い場合

には前者が選択される。垂直統合に対するイン

センティブは生じない。

　一般に企業が市場で取引する場合に交渉費

用，モニタリング費用，実施する費用が発生す

る。この取引費用が非常に高くつくときには取

引する企業は市場で取引することをやめて，組

織を作り経済効率を上げようとする。市場での

取引を妨げる諸要因としてウィリアムソンは環

境の諸要因と人間の諸要因を考慮した。ウィリ

アムソンの経済組織に対する一般的なアプロー

チは次のように要約できる。市場と企業とは代

替的であり，取引を市場で行うか，あるいは組

織内で行うかはその効率性に依存するが，契約

を作成し，実施する費用は取引当事者の人間の

諸特性と市場の客観的諸特性に応じて変動す

る。取引を妨げる諸要因は市場と企業内とでは

ややちがった現れ方をするが，どちらの場合に

も同じ諸要因の組合せが当てはまる。これらの

諸要因としては制約つき合理性，機会主義，不

確実性と複雑性，少数性，情報の偏在，資産の

特定性などが挙げられる。

　情報の偏在は主として不確実性と機会主義か

ら生じるが，制約つき合理性も関連を持ってい

る。これは取引のある当事者には知られている

が，他の当事者がこの情報を知るには費用がか

一253一



　　　　　　　　　　　　経済学研究

かるということである。そしで情報の偏在は先

発者の諸条件とも関係があり，部内者は部外者

より情報に関して特定取引に固有の経験を有

し，最初の契約を与えられたことによって，情

報を戦略的に用いることができる。

　資産の特定性は契約により取引の一方の当事

者によって取引の他方の当事者のためになされ

た投資が，両者にとって特定的な資産に対する

投資となり，新たに契約によって市場取引を行

うには取引費用が高くつくため大きな困難が生

じることを意味する。

　取引に特定的な資産に対する投資が行われて

いたり，情報の偏在が存在すると機会主義的行

動を助長する。このような可能性を避けるには

包括的な条件つき請求権契約を結んで起こり得

るあらゆる状態に備えて保険をかけるべきであ

ろう。しかしこのような契約を結ぶのは多数の

起こり得る状態を考慮しなければならないので

コストが高くつく。もしも市場で取引するコス

トが高くつくときには，企業は取引を内部化す

ることによって取引費用を節約し，経済的利益

をあげることが出来る。ウィリアムソンは部品

を内製するか外注するかの問題を取引費用と資

産の特定性の概念を用いて分析している。この

モデルでは，資産の特定性が低い時には，部品

の供給企業は購入企業に比べて生産費用に関し

て優位性を持つ。

　内部資本市場の経済は外部資本市場における

機会主義や情報の偏在から生じる市場の失敗を

源泉とし，内部監査によって機会主義的行動を

排除し，組織の効率を高めるためのモニタリン

グ制度や，インセンティブ・システムを採用す

ることによって組織のコントロールを促進し，

効率を高めることによって得られる便益であ

る。他方取引を内部化することによっても機会
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　主義が生じる可能性がある。例えば階層組織が

　　プリンシパルとエージェントから構成されると

　仮定すればエージェントが機会主義的な行動を

　　とる機会があるかも知れない。ここにエージェ

　　ントの機会主義的行動をモニターすることに

　　よって組織の不効率を除くことができよう。そ

　　れゆえ，機会主義的行動を阻止する契約実施メ

　　カニズムを考案することができる。

　　市場で取り引きずるときには短期契約が多用

　　される。このため高くつく取引費用を避けるに

　　は包括的な条件つき請求権契約を結んで起こり

　　得るあらゆる状態に備えて保険をかけるべきで

　　あろう。しかしこのような契約を結ぶのは多数

　　の起こり得る状態を考慮しなければならないの

　　でコストが高くつく。この稿では不完備契約の

　　五つの原因を挙げ、法と経済学が解を導くのに

　　有効であるかどうかを検討した。もしも市場で

　　取引するコストが高くつくときには，企業は取

　　引を内部化することによって取引費用を節約

　　し，経済的利益をあげることが出来る。契約に

　　関わる資産の特定性の程度は費用と便益のト

　　レードオフを通じて市場を用いるか組織を用い

　　るかについての問題の解を与える。ウィリアム

　　ソンのモデルでは，資産の特定性が低い時に

　　は，部品の供給企業は購入企業に比べて生産費

　　用に関して優位性を持つ。内部資本市場の経済

　　は外部資本市場における機会主義や情報の偏在

　　から生じる市場の失敗を源泉とし，内部監査に

　　よって機会主義的行動を排除し，組織の効率を

　　高めるためのモニタリング制度や，インセン

　　ティブ・システムを採用することによって組織

　　のコントロールを促進し，効率を高めることに

　　よって得られる便益である。他方取引を内部化

　　することによっても機会主義が生じる可能性が

　　ある。例えば階層組織がプリンシパルとエー
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ジェントから構成されると仮定すればエージェ

ントが機会主義的な行動をとる機会があるかも

知れない。ここにエージェントの機会主義的行

動をモニターすることによって組織の不効率を

除くことができよう。それゆえ，機会主義的行

動を阻止する契約実施メカニズムを考案するこ

とができる。所有権は準レソトの分配に関わる

ため取引費用やエージェンシー問題の解を与え

る。

　契約はしばしば不完備なものである。不完備

な契約とは、はっきりと第三者が認識できない

合意を含む契約のことである。契約が曖昧な表

現を含んでいたり、近い将来に起こりうる状況

について言及していないとき、その契約は“不

完備”と考えられる。

　価格理論は、競争市場こそが規範的に理想で

あるとし、市場の競争性を図る基準を提示して

いる。ゆえに価格理論は多くの経済関係を規制

する指標として有効である。今のところ経済契

約理論は、ある重要な契約不完備性を規制する

ときに役に立つものではない。つまり裁判所は

そのような問題に直面したとき、どのように対

処していいのか判断を下せず、結果として受動

的な行動をとるのである。

　法契約理論は次の理由から発生する契約の不

完備を解決する必要がある。その理由とは、

（a）用語の不備（b）不注意や手違いによる粗漏

（c）契約問題の解決にかかる高い費用（d）弱く・

強く契約不可能性を招く非対称情報（e）共同出

資の選好、である。

　法と経済学の理論は、（a）（b）（c）三つの理由

から契約が不完全であるときに有効である。実

際そのようなケースでは、法と経済学の理論と

伝統的理論は同様の解を導く。前者について、

当事者が条件を設定しようとするような情報が

立証可能なときに、意思決定者は有効な解を導

ける。前記三つの契約不完備の原因は、情報が

立証可能なときに存在する。後者において、伝

統的理論は意思決定者に公正な条件を提示する

よう求める。実利主義者にとって、公正性は効

率性を阻むものである。つまり道徳的に正しい

結果が効用を最大化する。

　共同出資の選好から契約が不完備なとき、ま

た異なる方法からではあるが法と経済学の理論

は有効である。前記のように思慮のある、しか

し情報を持たない当事者は審査契約を提示する

ことがある。もし当事者がそれを提示し損なっ

たなら、法と経済学の理論に従って意思決定者

はその審査条項を提示する。弱く・強く契約不

可能性によって契約が不完備なとき、法と経済

学の理論は役立たない。

　ここでわれわれは、これらの紛争から四つの

疑問点を見つけることができる。（a）当事者は、

いつの時点で契約の履行から免除されうるのだ

ろうか？（b）契約上の事前的リスク配分に矛盾

しないような履行とは？（c）当事者はいつの時

点で、期間を特定している契約を一方的に破棄

することができるのだろうか？（d）契約の変更

は、法的にいつの時点で強制されるのだろう

か？そして第四節ではなぜ裁判所が受動的に振

る舞うのか、その理由についてシュワルツの研

究を詳細に検討した。

　この理論によると、当事者が契約を締結する

とき及び終了するときに情報は対称である。長

期契約の多くの場合では当事者間の情報は対称

ではない。ゆえに契約期間を、関連する変数の

観察から導かれる最適期間とする事はできな

い。経済理論によると埋没投資と非対称情報が

契約の期間を説明する重要な要素である。しか

しながら現在の説明は、より一層の検討を必要
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　数量規制条項が欠落していて、当事者が相手

の要求を考慮せずに有利なリスク配分を得るた

めにこの欠落を利用しようとすると紛争が発生

する。数量に関して法的規制の代わりとなるも

のに、買い手または売り手が数量規定を選択す

ることがある。当事者は売り手に裁量を与える

不履行条項を変更する。裁判所は、売り手が数

量に関する選択を行えるものとして行動する。

　再交渉の経済モデルでは、当事者は双方とも

に費用なしで元来の契約条項を強要することが

できると仮定する。ゆえに再交渉はパレートの

改善である。当事者は元来の契約よりもよくな

るような修正のみを申し出、その相手はその修

正によって利益を得るときにのみそれを受け入

れる。

　修正を強要するとき、裁判所はそれがまるで

再開条項を含んでいるかのように振る舞う。再

開条項は時折利用されるが、提訴された契約に

それが含まれることはない。この異質性のため

に、典型的な当事者が再開条項を求めると結論

づけるのは難しい。同様になぜ再開条項を含む

契約が含まない契約よりも公正であるのかを説

明することも困難である。裁判所はその代わり

に受動戦略が持つ事例対処の第三の特徴を活用

する。この特徴によって司法の役割は最小化さ

れる。その下で裁判所は当事者が情報を共有し

ている場合に、事後的に再交渉することを促

し、私人の役割を最大化するよう試みる。もし

契約の修正が法的に実施可能ならば、さらに再

交渉が行われるだろう。ゆえに裁判所は当事者

が契約を実施可能な状況を拡張することによっ

て典型的な当事者に効率的、かつ公正な状況を

供給することができない事に対応するのであ

る。

　機会主義的行動を阻止する契約実施メカニズ

ムを考案することができる。ここでは垂直的な

取引関係があり，製造業者はディーラーに望ま

しいサービスを供給してもらうため契約を結ぶ

ことが実施可能でないと仮定しよう。

　完全な契約は多額の取引費用がかかりまた硬

直的であって，市場が変化した場合に再交渉を

必要とし，高額な費用を被る可能性がある。そ

のため製造業者はディーラの成績をモニターで

きるが明示的な契約はしない。

　製造業者向けのディーラーの特定の投資が十

分な大きさのものならばディーラーはシャーキ

ングを行う（機会主義的行動をとる）ことに

よって製造業者から取引停止の通告を受けるこ

とにより投資に対する準レソトを失う脅威があ

るので，ディーラーはシャーキングを行わず，

製造業者の望むサービスを供給することによっ

てディーラーの成績をあげるであろう。

　ディーラーは取引の停止という脅威によって

よい成績をあげるようなモチベーションが与え

られている。製造業者は水準以下の成績のもと

に取引を停止するという選択権を持つことに

よって，ディーラーを観察し管理することがで

きる。プレミアムを打ち切る実施メカニズムを

採用することが効率的であることがわかると，

契約の調整は取引当事者間で準レソトを最適に

配分するよう考案されなければならない。ある

レソトを製造業者からディーラーに移すことに

よって小売レベルの再販価格の維持や卸売レベ

ルの包括的テリトリーを決める。例えば卸売業

者に特定の立地における固定した比較的少数の

小売業者を割り当てる，といった垂直的制限は

一定の効果を持ち，ディーラーの成績を保証し

ている。

　組織を利用すれば契約の不完備を避けること

ができる。グロスマンーハートは所有権は総利
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益にたいして最も強いインパクトをもつ企業に

与えられるべきであると主張している。上流企

業の特定資産に対する投資が下流企業の投資よ

りも総利益に対するインパクトが大きいなら前

方統合が最適であり、逆ならば、後方統合が最

適である。ま．た両企業の投資の総利益に対する

インパクトが等しいなら統合しないことが最適

な企業の形態である。従って特定的投資が当事

者によってコントロールされる．範囲にしたがっ

て統合の程度が決まる。
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としているようである。非対称情報の要素はさ

らに、長期契約の概要を説明するのに有益であ

ろう。

　長期契約を結ぶ当事者は二つの困難な契約問

題に直面する。第一の問題は契約義務を、費

用・需要について契約不可能であるときの費用

一需要状態が示唆するものと一致させることで

ある。再交渉はこの問題の解としては不完全で

ある。なぜなら完備契約を阻む非対称情報の存

在がこの事後的な交渉にも影響を与えるからで

ある。不確実性と関係特定的投資の存在が考慮

すべき戦略行動を示唆している。ゆえに長期契

約の多くの場合において、当事者は再交渉の代

わりになるものを必要とする。これはさらに第

二の問題を引き起こす。すなわち第一の問題に

対するリスク配分は行われ得ない、ということ

である。再交渉によっても現在の経済要因に

沿った取引価格を維持することができない。

　当事者は需要・供給側の代理変数を取引価格

に影響を与える経済要素として利用できる。こ

のうち、需要側を利用する方が好ましい。

　不履行条項も、契約が価格を設定しないとき

にこの価格を採用する。生産の不均質性によっ

て、需要側の価格決定条項を使用するのは制限

される。

　供給側の代理変数によると取引価格は売り手

の費用と連動する検証可能な指標である。

　理論とデータによって、不完備契約から訴訟

に発展するであろう三つのケースを予想でき

る。（a）当事者は外生的イベントがその契約実

施能力を制限するとき、契約から免除されるこ

とを望む。（b）当事者は相手の深刻な不利に対

して、リスク配分条項の欠落を利用しようとす

る。（c）当事者は契約を終了させることを望む。

それはケース（a）に見られるように契約実施が

第70巻　第4・5合併号

　　より難しくなったからではなく、契約実施の生

　　む利潤の減少が原因である。

　　　法と経済学の理論は実際の活動の不可能性

　　や、契約の達成不可能を解決する。法契約理論

　　では契約不可能な経済的変数を含むケースを解

　　決できない。不可能性と契約の達成不可能性に

　　関する債務不履行ルールは、当事者が外生的イ

　　ベントの発生を“論理的に予見”できない場合

　　に限りその契約の履行を免除する。予見性に関

　　する議論は、裁判所が契約を解釈する際の前提

　　から類推できる。

　　　契約の履行を免除しないケースの大多数は、

　　受動的な司法戦略を反映している。外生的イベ

　　ントが契約実施費用をより増大させ、契約価格

　　メカニズムが一定の価格を設定するとき、裁判

　　所は契約をあらゆる将来の事態において実施す

　　るよう要求しているものとして把握する。不完

　　備契約を完全契約であるかのように扱うこの戦

　　略が有効でないとき、裁判所は将来の事態に影

　　響を及ぼすであろうルールを作成するよりも、

　　むしろ当事者の不明瞭な“意図”による決定に

　　基礎を置く。法契約理論が用をなさないので、

　　受動戦略は裁判所にとって魅力的なものであ

　　る。長期契約の場合では変化した経済的環境の

　　問題を考慮するが、弱い・強い契約不可能性に

　　よってその問題を解決できない。裁判所は自ら

　　が教養のある当事者よりもよい契約を作ること

　　ができないことを知り、その問題を解決するた

　　めに法と経済学の理論を利用しない。契約が不

　　完備なとき伝統的理論は裁判所に、公正な条項

　　を選択するよう指示している。後者のイベント

　　が問題を生むときにどちらの当事者が利益を

　　得、どちらが損害を被るべきかについて示唆を

　　与えるより広範に認められた公正性基準は未だ

　　示されていない。
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