
はじめに

ロェスレルが起草したわが国商法の基礎となる旧商法典については、依拠外国法の判断が

分かれるところであり、仏法系であるとの見解もなお有力である ）。旧商法では、運送人は

その第 条で 陸上あるいは内水において、商品あるいはその他の物の運送を営業上引受

ける者（運送人）は、運送物品の受取りから引受けまでの滅失または毀損、同じく引渡遅延に

つき、その事実が荷送人の固有の責め、商品ならびに対象物の本来的性質、あるいは、抗し

がたい力によるのでないかぎり、責任を負う と定め、その損害につき不可抗力を原因とす

る等の運送人からの免責証明がなければ、賠償責任を負う厳格な主義を前提とするかのよう

に読み取れる。このことは、フランス民法典の運送に関する規定中の第 条における受託

者に課せられると同様の義務を負うこと ）、第 条の不可抗力による損害発生の証明がな

い限り責任を負うとの規定内容と一致している。わが国では、ドイツ解釈学の影響を強く受

け、運送法の理論もドイツ学説から説明されることが多く、フランス法との対比はそれほど

注目されてこなかったように思われる。本稿では、フランス法の史的な概観を通してわが国

陸上運送法制との関係に若干の考察を加えてみようとするものである。

．フランス法での運送人責任の構成

フランス法では、運送に関する規定は民法典（第 条から第 条）と商法典（第 条
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から第 条）との両法典に規定があり、営業運送に関しては商法典の規定が適用されると

いわれる。ある学説によれば、 年の制定から変わることのない商法の法典化は欠落のあ

る下手な仕事であり、たとえば運送規定が民法規定と整合性がなく、商法典中に運送人と運

送取扱人とを混同し、いわば急ごしらえの感が免れないとの批判がある ）。

さて、運送人の物品についての損害賠償責任の第一の根拠は当然契約責任であって、商法

条により、物品の滅失および毀損を担保するのが運送人であると規定することにもとづ

く、一種の契約責任となる ）。このとき、運送契約はどのような契約であるのか、その内容

はどうであるのか、いわゆる 過失の問題をどう考えるべきか、不可抗力免責はどう

か、などは運送人の物品損害賠償責任を知るうえで極めて重要な要素となる。契約責任にお

けるこうした問題は極めて興味ある事項であるが、本稿では、まず、こうした問題解決の基

本である運送契約の定義ならびにその要素を およびの 文献を中心として歴

史的な観点から検討してゆくこととする。

ローマ法からの運送契約の考え

ローマ法では債務関係の発生原因として 契約に基づく債務関係 不法行為に基づく債

務関係 原因の種々の態様として分類され、これが後古典初期に由来する 日常法書 あ

るいは 黄金法書 による分類であった ）。ところで、運送は賃約 のひと

つであって、仕事 の賃約をなすものであり、いわば債務者が働くことを目的とする契

約であり、一定の成果の義務を負うものである ）。それゆえ、物品損害について、運送人は

原則として過失責任 を負うにすぎない。しかし、特に海上運送の責任では、レ

セプツムという厳格ないわば受取責任を負わせ、ただ不可抗力の場合のみはこの責任を免除

することを認めていたのである ）。

中世フランスの運送と法制度

商法の主要な制度の起源は中世にあるといわれている ）。運送制度についても同様かと思

われるが、詳細は明らかではない。ただ、ヨーロッパではすでにたとえば と

との間で組織化された形での荷車での長距離物品運送が行われていた ）。
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） フランスにおける運送と運送取扱が
錯綜することについては、拙稿 フランス法にみる運送取扱人の素描 の見解を中心と
して（大阪商業大学論集第 号 頁以下）参照。
） 。ただし、不法行為責任の成
立を妨げるものではない。
）ゲオルク・クリンゲンベルク著・瀧澤栄治訳 ローマ債権法講義 大学教育出版（ ） 頁。
）ゲオルク 瀧澤同書 頁以下。同書 頁によれば、 は 物 の賃約は使用賃貸借ま
たは用益賃貸借、 労務 の賃約は雇用、 仕事 の賃約は請負、として区分する。 の場合注
文者が仕事をしてもらうために物を置くのであり（ とはことばとして 置く という意味）、これが
転じて完成されるべき仕事を注文すること、さらに、請負人は仕事をするために物を持ってゆくが転じて
なされるべき仕事を請け負うということになったとされる。
）この点については、拙稿 運送人による積荷損害責任の歴史的概観 大阪商業大学第 巻 号 頁・
頁参照。

）
） （ 担当部分）参照。さらに青島淑子 中世
ヨーロッパの都市生活 （講談社学術文庫）では、 年のパリでの の職業登録のあることが述べられ
ている。そのなかで、直接税台帳を示し、 水運運搬人 人 運搬人 人 と記され、ギルドを構成する



陸上運送契約に関する歴史的考察（前畑）

しかし、中世の法制は定期市での裁判制度やローマ法ならびに教会法さらには、各地方の

慣習法が入り混じって適用されており、統一的な法制度 を確定することはできない ）。そ

の後、 年代にあの有名なナポレオン法典が編纂されやがて、 年に民法典が、 年

には商法典が成立するが、民法典の成立にあたっては、いわゆる有名な法律学者の学説に負

うところが大であるといわれる ）。以下、この法学者 ならびに の著作中の

運送に関係のあると思われる部分についての説明をとりあげ、フランス民法における運送契

約理論の基本構造との関連を検討する。

．学 説

法学者 （ ）と民法の父と呼ばれる （ ）

の考えが中世運送契約の中心的支柱といえよう。

の定義と種類 ）

は運送を賃貸借 の一種とするのであるが、この点はローマ法以来の伝統的

考えである。 は賃貸借とさまざまな種類の賃貸借という編を設けて、そのなかで、

賃貸借という取引 は、 ひとが報酬と引換えに物の利用をなさしめたり、 ひ

との職業的作業や仕事を利用することであるとして、この取引の重要性と必要性をつぎのよ

うに説明する。ひとが自己の所有しないものを他から借り入れることで補完したり、職業作

業や仕事によってしか獲得しえないことがらを自己が判断して他人に行わせることによって

結果を出さしめるためであり、ひとに必要な職業行為をなさしめて仕事を与えることで報酬

を支払うためであるとして、その賃貸人ならびに賃借人双方の利益を考えている。この契約

の具体的な例として、家賃と引換えに家を他人に利用させる、農地・耕作地の賃貸、職業と

しての作業や仕事を行わせたりすることが挙げられている ）。

これらの取引の共通性は、 では他人に属するものを利用すること、 では一定の報酬と

引換えにその仕事を利用すること、の二点である。この契約当事者の名称は各契約により異

なり、家などの賃貸の場合は （賃貸人） （賃借人）、その他の場合には

（賃貸人） （賃借人）と称したり、仕事の賃貸の場合には

（賃貸人） あるいは （賃借人）と呼ぶ。こうした契約は同意

によって成立するとし、売買 と同様である ）。

職種のなかに職業運送営業者が存在したことが指摘されている（同書 頁注 ）。
）
） 山口俊夫 概説フランス法 上
頁。さらに 立法作業においてローマ法や慣習法が参考にされ、いかなる制度であれ理論的に構築された
理想的・合理的制度を新たに構築したものではなく・・・古法制度の経験を経て現実に行われてきた慣習
的諸制度の中から取捨選択がなされ、それを幾分合理化するというのが基本的な作業方法であった とさ
れる（同書 頁）。
）
）
） わざわざ、売買と対比するのは、売買が要式契約ではなく諾成契約で、これと同
じ意味を持たせるためにこうした解説をする。



さらに、 は賃貸借 契約のなかで、第 節 報酬を得る性質と仕事や職業と

してのその他の労働の性質

を立てて、仕事の賃貸借や職業としての労働につきつぎのように定義する。

賃貸人 は作業や仕事を与える者である。そのなかで第一に賃借人 あるい

は職務者 は仕事 あるいは職務 を行う者であり ）、 は

単純な仕事を為すにすぎないものもあり、そのなかに印章を彫る彫刻士や運送人

がいる ）。

第二の仕事の賃貸借の類型として、労働が要素となる職務者 が行うものが

あり、例えば、彫金士が銀の皿を造る責任を負うもので、金銀細工のために銀を

が提供する場合を挙げる ）。

第三の仕事の賃貸として、 は建物を建てることを職業とする建築家は材料提供者

が でも でも労務提供であるとする。なぜならば、建築家は建築のた

めに指図を与える者であって、建築物そのものは附属的な物にすぎず、建築家の行為はまさ

に労働であるという ）。

以上が の考えであるが、こうした定義および分類は極めて単純である。

説 ）

も賃貸借 の分類は と同じくローマ法に依拠するが、仕事の賃貸借

についても詳しい説明をなす。

定義とその性質

は仕事の賃貸借を 一方当事者が他方当事者に一定の仕事を行わせる契約

であり、その行為を行うことで、当事者間で報酬を支払うとの義務を負う約束をなし、

仕事を行う者は行為をなす者であって、この行為をなすことに対して他方当事者は報酬の支

払いをする義務を負う と解説して、極めてていねいで詳細な定義をなす。そして、行為を

なす義務を与える者を 〔 〕（賃貸人・使用者・注文者）、行

為をなす者を 〔 〕（賃借人・行為者・労務者・請負人）と呼

ぶ。

第一にこの契約の性質については、つぎのような説明がなされている。仕事の賃貸借の契

約は、賃貸人からあることがらを引き受けるのであるが、それはまさに行為ということがら

であり、この行為をなすのが仕事となる。物の賃貸借との対比でいえば、物の賃貸借ではこ

の物を利用する者が報酬を支払い、仕事の賃貸では仕事を与えた側が報酬を支払うことにな

る。仕事の賃貸は物の賃貸と同様に、人の権利の契約 （ローマ

法での分類による民事上の権利）である。さらに合意契約 、双務契約
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）
） 、なお の当該箇所の注によると、ローマ法の 学説彙纂第 巻第
章第 法文第 項を引用して 帆船企業者が へ向けて荷物の運送を引き受ける場合 を

の一例としている（ ）。
） 。ただし、 は銀の提供も彫金士がなす場合には売買であるという。
）
）



陸上運送契約に関する歴史的考察（前畑）

、交換的契約 （当事者の各々が各自与えたの

と同じものを受け取ることを要求しうる契約 賃貸人は行為者に仕事をしてもらうことで、

仕事に見合った報酬を行為者に払うということ）でもある。

この契約と売買契約は極めて類似する契約であるが、行為者が材料を提供して仕事をする

場合には売買契約となり、この材料を行為者が提供する場合には仕事の賃貸となる。具体的

には、一対の銀の燭台を造ることを金銀細工師と約する場合、前者では銀材料を細工師が提

供し、後者では銀材料を委託者が提供する。

仕事の賃貸借契約の形式的要件

この契約についてはつぎのような三つの要件が必要とされる。すなわち、 行為をなすと

いう仕事であること、 報酬が支払われること、 契約当事者が合意しているということ、

である。順次説明をみてみよう。

行為をなすという仕事であること 行為をなすという仕事が存在し、これを賃貸人が行

為者に与えるということ。 は行為をなすという仕事を行為者に与えることに重点を

置き、行為すること自体は契約の要素ではないと明言する ）。まさに、物の賃貸借におけ

る物の引渡しが契約成立要件たることが賃貸の要件たることと対応しているといえようか。

仕事は可能なものでなければならないとする ）。

さらに仕事は法に反さないものでなければならない ）。例えば、家の高さを一定に制限す

る行政上の法規がある街では、法により規定する高さ以上に建物を仕上げることの約束は無

効 であり、その他のそれぞれの義務はその部分で効果がない。当事者の一方が法を認識

し、他方がそれを知らない場合、法を知っている当事者は、悪意の行為 、

すなわち他当事者に結果として誤りへと陥れた損害につき責任を負う。

最後に、仕事は良き慣習 に反しないものでなければならない ）。例え

ば、誰かある者の名誉を傷つける風刺画を作るため、ある画家と契約した場合、その契約は

無効であり、またその他の何らの義務を負うこともない。画家が仕事を終えた後に、委託者

に報酬を請求してきた場合、その要求は認められ、さらに絵は焼却せねばならない。

報酬が支払われること 仕事の賃貸借は労働の契約 （ただし、労働

契約ではなく、あくまでも、仕事を与えてその仕事を行なうという賃約である点を強調す

る）でもあるため、仕事としての行為をなした者に報酬が支払われるのは当然である。この

約束は暗黙のうちに取り決められることもあり、例えば、衣服を作るためにある者が仕立屋

に布地を送付したとき、仕立屋がその依頼者のために仕立てを引き受ければ、この仕事の賃

貸契約は慣習などにより成立するという（黙示の契約成立）。

契約の要素となるこうした報酬は、実質的な実際に賃貸人が負担して支払の義務を負う報

酬でなければならない。さらに、この報酬は仕事の価値を評価して支払われるものであり、

）
）現代の目的の可能性か？ は同書で不可能な例としてつぎのようにいう。 私が建造物を壊すこ
となくある場所から他の場所に移転運送 することを誰かと約束する場合、この取引はばかげた
取引であって、いわばゼロのものであり、当事者双方に義務は発生せず、この仕事は不可能となるさまざ
まな問題が存在する 。
）現代の公序であろうか。
）現代の良俗か。



適正価値の範囲内でのみ有効なものとなる。この報酬は一定の銀の額で支払われるが、この

額は契約時に確定している必要はない。この仕事の評価は契約当事者以外の一定の者が決め

ることもありうる ）。

契約当事者の合意 仕事の賃貸借契約であるため、当事者の合意を必要とする。合意内

容は、仕事の性質・報酬・仕事の内容を含む契約の種類である。合意はこの契約を仲介する

のであって、書面あるいは仲介人によって関係者を拘束する ）。

賃貸人 と行為者 のさまざまな義務

賃貸人の義務 賃貸人の義務は五つに分かれる。賃貸契約の性質から生ずる賃貸人の義

務として 取引 の報酬を支払い、 増加する報酬の支払い、 契約の実行者に契約

委託者はこの者が仕事しうるようにする義務、という三つの義務を負っている。 の報酬支

払いは仕事の賃貸借契約上当然の義務である。それゆえ、行為者は賃貸人に対して人的訴権

を有する。行為者が仕事を完了した後あるいは行為後の受取りを賃貸人に求めた後

は、報酬の請求をなしうるのであり、双務契約であるために報酬と引換えに行為の結果が引

き渡される ）。 にいう報酬の増加とは、例えば行為者が建築物を造るときに、基礎を造る

に当たって基礎がしっかりしていないために造り直さねばならなくなった場合の報酬の増加

などが挙げられている。興味深いのは、その他の例として、海上運送のつぎのようなものが

ある。 ポンジシェリ〔アフリカ南部の地名〕で、ある婦人がフランスに向かうように船舶

の船長と取引をするときに、その船舶はフランスに回送されるのであるが、船舶のなかで彼

女が出産したとき、船長は産まれた子供についての報酬の割増し請求はできないとされてい

る。このことは古代ローマ法 で否定されている（ 法 以下の賃貸借よ

り）。子供は船舶のなかでそれほどの場所をとらず、顧客としての生活必需品を使わないか

らである ）。 の契約の実行者に契約委託者はこの者が仕事しうるようにする義務である

が、例えば、通りにはみ出した店のひさしを作るために大工とその製作契約を結んだ場合、

この仕事がフランスの財務官の許可がなければなすことができず、その仕事を行うために、

この許可を委託者の責任において得ることや、一定の場所で建物を建てるために職人と契約

する場合、建築に必要な材料運搬のための通路や建築作業所の提供、さらには、供給契約や

委託契約での委託者側での費用負担となる場合の当該契約での期間内に材料を提供する義務

などである ）。

賃貸借契約の性質外による賃貸人の義務として、 誠実義務と 契約の特別条項による義

務とがある。 は賃貸人（委託者）がより良い取引となるように、仕事をなす行為者に対して

その仕事を隠したり偽ったりしない義務を負い、これを誠実義務という ）。内容としては行

為者の報酬と仕事の釣り合いを考えるものであって、いわば、仕事が の量あるものと知り
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）
）
）いわゆる現代の同時履行の抗弁か
） はつづけて、ラテン語でつぎのような引用をする

（子供は義務
を負わないのは当然であり、大きな場所をとらないために運送賃は必要なく、航海において予定された慣
習で各々の当事者ともならない場合である（ ））。
）いわば契約とは別の附属的義務とでもいうべきか。
）



陸上運送契約に関する歴史的考察（前畑）

ながら 程度のものとしてしか行為者に告げず報酬約束も に相当した程度のものとする行

為が誠実義務違反とされる ）。 は特約条項であり、この義務違反についても賃貸借訴権が

認められる。この義務の具体例としては、仕事の賃貸人が行為者に通常の報酬のほかに、仕

事が十分満足させるものであるときには相当な特別報酬を与えるという約束をする場合など

である。

行為者の義務 行為者の義務も、賃貸人の義務と同じく、契約の性質、誠実性

、契約の特別条項、により生ずる。

契約の性質から生ずる行為者の義務には、 行為をなす義務を負うという 仕事を行う義

務 、 期間内に仕事を行う義務、 仕事を良好に行う 義務、 行為者の行為を

なす仕事につき、賃貸人が与える諸問題に関することによる行為者の義務、がある。

は義務の第一のものとしての、行為者が行為をなすという仕事を行う義務のことであ

る。この仕事は下請けに出すことも可能であるが、報酬は第一引受人の範囲内で支払われる

にすぎない。ただし、こうした下請けは仕事が行為者の才能にもとづいてのみなされうるも

のである場合、例えば天井画 を描くために画家に仕事を委託するなどの場合、契約

者の同意がないかぎり、下請人にその仕事をなさしめることはできない。この義務について

は訴権 が認められ、本義務の不実行につき生ずる損害賠償請求が可能となる。

下請人がなした不履行についても元請人が損害賠償責任を負うことになる。 では行為者が

取引により定められた期間内に仕事を完成させねばならず、遅延の場合は賃貸人が被った損

害につき責任を負う。 の仕事を良好に行う義務については、行為をなす必要のある者が仕

事をしないというだけでなく、仕事に欠陥があったり仕事がまったく良好なものではないと

いう場合を含むが、この義務違反についても行為者に対する賃貸借についての訴権

が生ずる。具体的には行為者が用いた材料が良好でないことにより仕事に欠陥が生じた

とか、行為者自身あるいは行為者の雇用者の能力不足により仕事に欠陥が生じたという場合

であって、このとき行為者の過失 の問題として取扱われる ）。 については、例えば

委託者（賃貸人）が調達した材料で家をたてることを職人（行為者）と契約して、階段となるべ

き材料の切断に失敗してそれ以上仕事をすることができなくなるなど、委託者提供の仕事の

材料処理がうまくなされず、行為者の未熟さによって仕事を遂行しうる状態にならないとい

う状況におちいらせること、あるいは、委託者が衣服を作らせるために仕立屋に布地を渡し

たところ、委託者が受領しえないようなものがつくられるなどは義務違反となる、というも

のである。前者の場合にはさらに同様の仕事を他の者になさしめそれによって生じた費用は

行為者が支払うことになり、後者の場合は委託者に賠償の支払いをすることになる。その他

の例として、委託者が仕立屋に衣服の作製を委託したときに、金モールの提供をしたが、こ

の金モールを盗まれた場合、行為者の保管義務などが挙げられる（このとき仕立屋が鍵をか

け忘れるなど金モール保管につき過失 がある場合等を想定する）。

仕事の完成後あるいは仕事の結果を受領した後の危険負担

仕事の賃貸借契約 の対象たる仕事は、それが受領されたり完成した後には、賃貸人の

） は行為者がこのことを認識している場合は、詐欺 となることを示唆する（ ）
）



危険負担となり、不可抗力 により滅失した場合でも、それはすべて賃貸

人に属すべきものであって行為者には帰属せず、支払いを受ける行為者は、仕事を完成させ

た後に損害が生ずると、行為を為した部分については報酬を受取ることができる ）。この理

由は、仕事の賃貸借契約は （私が与えれば君もする）という一種の交換契約

であって、賃貸人がその仕事を行為者に与える場合に、報酬として

支払われる銀の額については、その仕事を完成させることが不可抗力によって妨げられたと

しても、賃貸人の計算でなされたその仕事の部分に応じて、報酬の一部を受取りうると考え

られるからである。さまざまな偶発事故があったことが認められず、仕事が破滅する道をた

どりうる不可抗力が正当化されないときは、仕事が完成する前に全部または一部が滅失する

と、賃貸人がこれを受領した後であったとしても、 仕事の欠陥 に

よって損害が発生したものと推定され、それゆえ仕事の過ち による損害発生としての

推定が働き、結果、損害が生じた仕事のそれにつき報酬を請求しえない。この証明は賃貸人

が負う（賃貸人が回避する行為は、証明によって行為者の負担となる

）。

仕事が完成しそれに欠陥がなければ賃貸人はそれを受領しなければならず、受領拒絶が

あるときは第三者がこれを検査する。黙示の受領も認められ、賃貸人が不平を述べず時が経

過することにより抗弁しえなくなって、報酬を支払わねばならない。

仕事の賃貸借の消滅原因とその結果

仕事の賃貸借契約は、当事者の合意によって発生または消滅する。ただし、ある場合に

は、一方当事者の意思表示あるいは死亡、実行を妨げる不可抗力により消滅する ）。

当事者の同意による契約成立後の変更・消滅 仕事着手後に変更追加等の意思表示がな

されると、契約変更としての効果が生じる。それにつき掛かった費用は当然報酬として支払

われねばならない。

当事者の一方的意思表示による契約の解消 賃貸人は行為者に通知をして契約を解消す

ることができるのであるが、このとき損害があればこれを賠償しなければならない。すなわ

ち、仕事の途中での仕事の中止により生ずる損害、例えば職人が購入していた材料の代金な

どが、これに当たる。仕事が完了しているときでも、契約解消により仕事は発生していない

のであるから報酬は契約原因のないものとして返還請求権が生ずる。しかし職人は取引の不

履行から生ずる損害の賠償を請求しうる。

行為者の側からの契約解消の意思表示があるとき、賃貸人の意思が結果を実現させようと

しているならば他の第三者に仕事をなさしめることになるため、賃貸人は行為者の費用と危

険において仕事をなさしめねばならず、賃貸人がその他の第三者と仕事の賃貸借契約を結ぶ

ことになる の ）。
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） はローマ法を引用して、つぎのような例を挙げる。 （行為者）が （委託者）
と家を建築することの合意をした。仕事が終了したとき、地震によって家が相当の損害を被った。

（ローマの法学者 ）はしばしばつぎのような意見を述べている。すなわち、地
震のような自然現象がこの原因であるならば、その危険は が負担するということである
（ ）（ ）。
）
の ）



陸上運送契約に関する歴史的考察（前畑）

賃貸人の死亡 賃貸人の死亡により、仕事の賃貸借が当然に解消するものではない。

賃貸人の権利および訴権は相続人に承継され、行為の実行が遅れているときは、これを実行

することを契約当事者たる行為者に求めたり、契約を解消して 、賠償請求をなす

こともできる ）。

行為者の死亡 行為者が死亡したとき、その仕事が 契約当事者たるこの行為者以外の

者でも実行しうるものである場合と ）、 契約当事者たる行為者個人の能力・才能に負うも

のであって他者ではなしえないという場合とに分けて、契約の効果を考えねばならない。

にあっては、行為者の死亡が当然契約の解消を招かず、行為者の相続人が仕事を為すという

債務を承継する。 では、行為者の義務はこの行為者についての属人的義務であり、行為

者の死亡によって契約は解消する。

不可抗力により仕事が実行しえなくなった場合 例えば、委託者が土地に建造物を造る

ことの契約を結んだが、当該土地が公用収用を受けて土地自体の所有権を委託者が失った場

合などは、不可抗力による仕事実行の不能とされる。このとき、契約の履行はなしえないた

め、契約は解消することになる ）。

．フランス民商法の形成

運送は民法典では仕事の賃貸借として規定されている（フランス民法第 条以下ならび

に同第 条以下））。ただし、運送契約の定義は法典内に規定はなく、学説で 運送人が

報酬と引換えに、人あるいは物を他の場所に移転・引渡しをする義務を負うことを約束する

もの というのが定説である ）。商法は営業運送の場合にのみ適用される規定であるが、運

送契約自体には何らの差異もない ）。このなかで、運送契約が仕事の賃貸借契約であるとの

性格が民商法規定のなかでどれほどの影響を与えているであろうか？結論からいえば、民商

法典の各規定は運送が契約であることを前提とし、民法では賃貸借の節のなかに分類するこ

とから前述のように仕事の賃貸借の一種であるとは考えているのであるが、民商法典そのも

ののなかで仕事の賃貸借の上記 の原則的な考えから説明しうる運送法規定は存在し

ないといってよかろう ）。あえていえば、民法第 条で 運送人は委託せられたる物の滅

失または海損につき、その責めに任ず。但しその物の偶然の事故または不可抗力による滅失

）
） はこの例として、 年間委託者のぶどうを育てることをぶどう栽培者が契約したり、家の建築
を職人と契約したり、委託者が材料を提供して事務机を作る契約を建具屋と結ぶなどを挙げる（

）。
）
）邦訳として、木村健助・柳瀬兼助、現代外国法典叢書 佛蘭西民法 昭 復刻版（有斐閣） 頁以
下参照。
）例えば、

および注 掲示の現代外国法典叢書 頁解説。
）ただし、商法は前述のように、運送と運送取扱いとを区別していないことと、民法にない特殊な事項に
つき規定を置いたものとされることについては、前出 参照。さらに、営業としてなされる商
品運送に商法が適用される。
） の解釈はむしろ、典型的な建築請負にはあてはまるが、運送は単にローマ法からの影響を残す
ため、分類原則上、仕事の賃貸契約としてあるにすぎないようにも思われる。



または海損を立証したるときはこのかぎりにあらず。 と規定し、学説上は運送人の契約責

任を明定したとだけはいえよう。さらに運送規定では、民法第 条で 陸上ならびに水上

の運送人は、その委託せられたる物の保存および保管につき 寄託および供託 の章に定む

る預かり主と同様の義務を負う と規定し、物品運送契約が物を預かるために寄託における

受寄者の義務と同様でありあたかも運送契約が寄託契約類似契約であるかの構成をする。こ

の点が、運送契約が要物契約であるか否かの問題を提示する起点となるのであろう。すなわ

ち、寄託契約は要物契約であるが、運送が仕事の賃貸契約であるかぎり、要物契約とはいえ

ない。ところが、判例 ）や ）は商品運送契約が要物契約であるとする。立法者は

あくまでも運送契約が仕事の賃貸契約であること、言い換えれば諾成契約であるから、要物

契約とは考えていないというのが通説である ）。むしろ、理屈としては、運送契約における

運送人の担保義務 は物が引渡されるまでは発生しないという意味し

かなかろう ）。運送契約が仕事の賃貸契約であることが、規定の上では明らかではなく、

等の理論構成のどの部分がフランス現行法に影響を与えているかの詳細検討は本稿

ではなしえないが、少なくとも法規定上はその影響がはっきりしないこと、運送法における

実際の運用のなかで、仕事の賃貸借理論からもたらされる結果があるか否かについては、

個々の具体的事例を検討せざるをえないというのが実情である。

むすびに代えて

フランスでは物品運送が仕事の賃貸借契約であることに異論はない。ただその意味は、運

送契約の種類を分類すればそうなるというだけにすぎず、運送契約が仕事の賃貸借契約であ

るからその性質・特徴にしたがった強い規定方法が採られているとはいえない。ロェスラー

が旧商法の第 条の解説のなかで 運送業者は・・・取引の委託を受けるのではなく、労

務上の義務 を負担するものである。・・・・運送というのは純然

たる労務の義務であって と述べるのは、運送契約が直接 仕事の賃貸借契約 であるとし

ているのではないが、委任と対比していることからすれば少なくとも委任以外とすることを

基礎としており、さらにその文章に続けて 運送と運送取扱がフランス法をはじめとして世

界各国で同じくくりで取扱われている として、その契約内容も含めてフランス法を参考に

していることを強調しているのであるから 、フランス商法にもとづく構成と同じ商法典を

起草していたものといえよう。それは、運送が一種の補助商であることから商業取次人

、仲立人 、仲買人 、運送取扱人 、と同一の項目

で規定・説明して、運送取扱人と運送人とを同一の運送補助類型のなかに分類することか

ら、旧商法では、いわば、その規定のフランス化が極めて明確になっているものであろう。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）たとえば
）注 参照
）例えば、
）

、司法省訳 復刻版 ロェスレル氏起草 商法草案 上巻 頁（青春出版） ）。



陸上運送契約に関する歴史的考察（前畑）

なお、それが新法になって、なぜ運送取扱と運送とが完全に分離されて規定されたかについ

ては、興味のある問題であるが、ひとつにはドイツ法によるパンデクテン方式の思考が後に

色濃く反映したことが想像される。本稿では、運送契約理論が 仕事の賃貸契約 であるこ

との流れと基本的考えを概観したにすぎず、論証が不十分な点が多くある。そうした点の補

充検討についてはさらに今後の課題としたい。




