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は じめに

ドイツ会計制度 を論ず る場合、不可欠 の中心的概念 として、
「正規 の簿記 の諸原則 (Grundsatze

ordnungsma3iger Buchihrung)」

なる概念 が存在す る。 ドイツにお いて、 この正規 の簿記 の諸

原則 は、簿記 だけでな く、財産 目録及 び年度決算書 の作成、 いわゆる貸借対照表作成

(Bilanzie‐

rung)に 関す る諸原則 をすべ て包括 した概念 で あ って、法律規定 との緊密 な関係 の中で捉 えねば
な らな い法概念 で もある。現行 の 1985年 商法典 では、第 238条 1項 、第 243条 1項 、第 264条 2
項 あるい は第 297条 2項 にお けるすべ ての商人・ 資本会社・ コ ンツェル ン会社 の簿記及 び年度決
算書作成 の一般原則 (不 文 の正規 の簿記 の諸原則 )と ともに、明瞭性 (第 243条 2項 )、 完全性 (第

264条 1項 )、 貸借対照表二 致・ 企業継続性

算 日・ 個別評価・ 期間限定・評価継続性・ 慎 重性・
̀決
実現・不均等 (第 252条 1項 1号 〜 6号 )等 にみ られ る年度決算書 の計上 、評価、表示 の個別的正

規 の簿記 の諸原則 (法 典化 された正規 の簿記 の諸原則 )を もって重 層的・ 階層的 に構造化 された
ひ とつ のシステム として成立 して い る概念 である。

1

もともと、正規 の簿記 の諸原則 とい う用語 が商法上、明文 をもって導入 されたのは、1897年 商
法典 にお いてで ある。1897年 商法典第 38条 は、
「すべ ての商人 は帳簿 を記帳 し、そ こにおいて 自
己の商 取引 と財産状態 を正規 の簿記 の諸原則 に従 い明瞭 にす る義務 を負 う」 と規定す る。 この正
規 の簿記 の諸原則 の一般条項 (Generalklausel)と しての指示 は、概念 の不確定性 とその 内容 の変
化 による順応性 とで会計 の変化 に応 える とい う立法技術 をもって、アプラー ト(W.Aprath)が「立
法 の偉業 (GrOStat)」 (1)と まで称 す るもので ある。その後、正規 の簿記 の諸原則 は、1931年 株式法
命令第 260b条 (1937年 株式法第 129条 を経 て、戦後 の 1965年 株式法第 149条 にお ける株式会社
―‑93‑

経済研究 1巻 1号

の年度決算書作成 の一般原則 として確立 し、現行 1985年 商法典 では、1897年 商法典第 38条 を引
き継 いだ第 238条 1項 、及 びに第 243条 1項 等 の簿記 と年度決算書作成原則 の一般的指示 と各種
の法典化 された個別的正規 の簿記 の諸原則 との階層化 をみせ今 日に至 って い る。
しか しなが ら、正規 の簿記 の諸原則 の属性 、獲得方法t内 容 に関 して、 これ まで長期 にわたっ
て議論 がなされて きたに もかかゎ らず、驚 くほ ど多

̀く

の問題 が未解決 の ままであるといわれ る。

文献 にお いて も、正規 の簿記 の諸原則 の システムが どのような内容 と構成 をもってお り、個 々の
正規 の簿記 の諸原則 に一体、 どの ような地位 が付与 されて い るのか とい うことに、今 日、必ず し
も意見 の一 致 をみて い なぃ とされ るのである②。
本稿 は、 かか る正規 の簿記 の諸原則 に関 して、 その法性格 と獲得方法 について検討 す るもので
ある。とくに、1897年 旧商法典 か らほぼ一世紀 を経 て大改正 された 1985年 新商法典 では、旧商法
典 はもちろん、株式法、有限会社法、開示法、協同組合法等 の特別法 にお いて過去、一般的 妥当
性 の認 め られてきた個別的 な正規 の簿記 の諸原則 を法典化す る ことによって、正規 の簿記 の諸原
則 の堅固 な システム を形 成 した といわれ る6ま た、新商法典 では、正規 の簿記 の諸原則 の獲得方
法 として、従来 の帰納法 にか えて、 目的指向 にた った演繹法 による獲得 を明示的 に導入す る こと
によって 会計実務 の変化 に対 す る法的弾力性・ 法的安定性 を確保 し得 た とされ てい る。 しか し、
t

1985年 の新 商法典成 立以 降、 1990年 の銀行貸借対照表指令法 (Bankbilanzrichtlinie=Gesetz)、

ヽ

1994年 の保険貸借対 照表指令法 (Versicherungsbilanzrichtlinie― Gesetz)の 転換 を経 て商法典 の
一部改正 をみた この 10年 にお いて も、よ リシス テム化 した正規 の簿記 の諸原則 の解釈 とその位置
づ けをめ ぐって、新 たな議論 も提起 されて きて い るも そ こで、本稿 で は、正規の簿記の諸原則 に
関す る最近 の議論 のなかか ら、 まずその法性格 と獲得方法 につ いての論点 を整理 し、今 日、問題
とされ る ところを析 出 してみた い。

I。

正 規 の簿記 の諸原則 の法性格

1.正 規 の簿記 の諸原則 の法性格 の歴史
正規 の簿記 の諸原則 は ドイツにお いて商法典 の歴史 と同 じく古 く辿 る ことが 出来 るけれ ども、
常 に問題 となるのは法的 資格 とその確定 問題 で ある。 しか し、 この問題 に関 しては、文献 上 、統
‐ した見解 は存在 してい ない。法的 には正 規 の簿記 の諸原則 は例 えば次の ような資格 が与 えられ
て きた。法源泉 (Rechtsquellen)、 法規範 (Rechtsnorm)、 不確定法概念 (unbestimmter Rechtsbe‐
griff)、

一 般条項 (GeneralklauSel)、 誘 導 され た 法 条効 果 を伴 う事 実 (Tatsachen mit abge‐
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reiteter Rechtssatze)、 法律 か ら誘導 され る法条 (vom Gesetz abgereitete Rechtssatz)、

的ない し仮説的命令 (kategorische oder hypothetische Gebote)、
客観的規貝J (obiekiVe Satzungen)、

範疇

慣習法 (Gewohnheitsrecht)、

税務 ̲上 の補完法 (steuerliches IErgttzungsrecht)(3)。

歴史的 に見 て、 ドイツの立 法者 には慎重 な商ノ
民の商慣習 に正規 の簿記 の諸原則 の持 つ会計 に対
す る本源的 な法意味 を求 める見解 が まず存在 した。その端緒 は 1897年 商法典草案の建議書0に み
られ る。建議書 は帳簿 が どの ように記入 され るべ きかは慎重 なる商人 の慣習 に従 い判断 されべ き
と記 して い る。 また、古 い判決 はこの商人慣習説 に依拠 していた し、 その意味 にお ける正規 の簿
記 の諸原則 の獲得方法 は商人や 関係専門集団 の会計慣行 もしくは見解 の代表的提起 で あった とさ
れ る(5)。

しかし、今 日の財政判決の支配的見解 は、 この商人慣習説 とは代わ って、デーンラー (G.D61le‐
rer)ま で遡及する法源泉説 (1959年 )に 依拠 している0。 連邦財政裁判所判事であるデーンラー

は、正規 の簿記の諸原則 は特定 の 目的を達成すべ き命令

(範 疇的命令 ではな く仮説的命令)で あ

るとし、 この命令 に基づ くと、正規 の簿記 の諸原則 は法 の空隙 を充填す る法規範

(誘 導 された法

条効果 を伴 う法源泉)と して位置づ けられるとい う。正規 の簿記の諸原則は事実に適った貸借対
照表作成 を要請する規則 を指向す るものであ り、従 って、貸借対照表の実現すべ き目的への熟慮

(Nachdenken)に よつて演繹的 に確定 されるもの とした ゝ
他方、経営経済的観点から演繹法を採用するンフソン (U.Leffson)(1963年 /89年 )0は 、正規
の簿記 の諸原則を「成文法から誘導 された法条 として、またそれによる強制法」 として特徴づ け
ている。会計 目的の「事実構成 (Sachgeftte)」 と説明 されるべ き事実関係から規定 される構想 に
従 うて、経営経済学は権限ある中心的専門科学 として、上位原則か らの論理的 に異議 のない演繹
を通 じて客観的方法で諸原則体系を展開するとい う任務が付与 される。 そして、正規 の簿記の諸
原則の法的拘束性 は、 そのように確定された諸原則を科学 と判決 の一般的容認を通 じてのみ生 じ

￨

せ じめるものでなければならない とみる。ゝ

こうした経営経済学の観点 に対 して、法学 の観点 か らの折衷的見解、 いわゆるジ ンテーゼ
(Synthese)を 唱えるのがクルーゼ (H.WoKruse)(1970年 /1978年 )。 のであった。かれは、正規 の

簿記の諸原則が、個別 の事例 に応 じて、法典化 された法規範、慣習法(商 慣習、支配的見解の領
域 もしくは一般的な目的指向的人間 の思考 と行為 (事 物 のの本性)の 領域 において定置 されると
い う。そして、 それ ら各領域への所属性の間に、正規 の簿記 の諸原則が法律 に規定 されない前領
域 (商人の合理的行為)か ら支配的見解、商慣習、慣習法を経 て法律 への法典化 に至る変化を苛
能 とする遺伝学的関連性が形成 されるとする。 クルーゼの見解 に従えば、正規 の簿記の諸原則 の
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獲得 は問題 とされ る正規の簿記の諸原則 の各 々の法性格 に応 じて くる。それは、法典化 された正
規 の簿記の諸原則 の場合 には法適用 で あ り、法典化 されない正規 の簿記 の諸原則 の場合 の法解釈
と法発見 で ある。後者 の場合 には、商慣習、支配的見解 もし くは慣習法 が辿 られるか、ない し事
物 の本性 か らの導出が試 み られねばな らない。 そ して、 コ ンフ リク トが生 ず る場 合、裁判官 が任
意 に決定 を下 さなければな らない ことになる(11)。
以上の ように、正規 の簿記 の諸原則 にいかなる法性格 を付与す るのか は、会計実務 に とって極
めて大 きな意義 をもつに もかかわ らず、過去、多様 な見解 が存在 して きた。 しか し、今 日で も支
配的見解 は、正規 の簿記 の諸原則 は解釈 を要す る不確定法概念 であ り、 その解 釈 を通 じて変動 す
る経済的諸関係 に法 を適用 させ るため不 断 に発展 す ると捉 えて い る(1幼 。か つて、1897年 商法典 ヘ
のその法的指示 を もって、アプラー トが「立法 の偉業」 と称 した正規 の簿記 の諸原則 の特質 はそ
の意味 で現在 も変わ る ところはない。問題 は、正規 の簿記 の諸原則 が現行 の成文法 (商 法典 )に
規定 され ることか ら導 かれ る法性格 を どの ように捉 えてい るのかで ある。

2.法 規範 としての正規 の簿記 の諸原則
さて、現行商法典 は、 その第 243条 1項 にお いて「 年度決算書 は正規 の簿記 の諸原則 に従 い作
成 されねばならない」とすべ ての商人 に対す る貸借対照表作成 の一般規範 を規定す る。バ イゼ (H.
Beisse)は 、この商法 にお ける不文 の正規 の簿記 の諸原則 の一般的指示 によって、商事会計法 は空

隙 ない (1た ken10s)も の となってお り、正規 の簿記 の諸原則 は成文法 の個別規定 によっては判断
で きない問題 に解答 を与 え、その ことによって法規範 としての本質 も与 えられ るとい う(13、 この
点 は、グラー デ(A.Grade)が 、正規 の簿記 の諸原則 の法規範 としての性格 は、特段 の法規定 が存在
しない場合、表現 上 、法規準 と同様 に義務 として適用 しなければな らない ことに見 るべ きとす る
ところである。 グラー デは、かか る法規範 としての正規 の簿記 の諸原則 の適用領域 として次 の三
つ を指摘す る(14ゝ
(1)法

に空 隙が存す る場 合 の法発見

(2)疑 いのある問題 にお ける法解釈
(3)経 済諸関係 の変化 に対 す る法順応

「正規 の簿記 の諸原則 の
この 内容 は、グルーバ ー (T.Gruber)に よってつ ぎのように説明 され る。
法的指示 は、 それ を通 じて正規 の簿記 の諸原則 が法補完的法条 とな り、従 って、強制法 となる不
確定法概念 の形態 で の規範命令 (Normbefehl)を 示 して い る。 その一般的妥当性 に基づ いて、わ
れわれ は、正規 の簿記 の諸原則 に合致す る会計 へ の要請 を一般条項 (Generalklausel)な い し一 般
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規範 (Generalnorm)と してみなす ことが 出来 る。正規 の簿記 の諸原則 の場合、問題 となるのは、
すべ ての貸借対照表作成義務 ある商人 の遵守 しなければな らな い会計 の形式的且 つ実質的形成 ヘ
の規準 の総体 である。一般条項 の形態 で正規 の簿記 の諸原則 を指 示 した 目的 は、立法者 が正規 の
簿記 の諸原則 の内容 を最終的 に成文法上規定 しようとした ように、 それ をよ り改善 された新 しい
(10
認識 と経済的諸関係 の変化 に個別 に適用 させ る とい う点 にみなけれ ばな らな い。」

バ イゼの場合、 こうした正規の簿記の諸原則 の法性格 を、一部 は不文の、 そして一部 は成文 の
(法 典化 された)法 規範 に区分す る。 この うち、不文 の正規 の簿記 の諸原則 がいわゆる裁判官法

(Richterrecht)で あ り、部分的 には慣習法的性格 を持 ち、部分的 には多 かれ少 なかれ絶 えまな い

判決 (Rechtsprechung)の 形態 を採 って い るとい う。それによって、正規 の簿記 の諸原則 は建築術
や医療術 の規準 の よ うに、たんなる専門科学 の技術規準 (Kunstregein)で ない。そ して、第 243条

1項 の意味 での正規 の簿記 の諸原則 は法規範 であ り、経営経済的 な理 論 や実務 の法律外部 の技術
規準 で はない とい う認識 は、正 規 の簿記 の諸原則 の獲得 が 法発見 の規準 それ 自体 に従 い行われ る
ことを導 くとい う(10。 ところで、バ イゼにあっては、かか る法規範 としての正規 の簿記 の諸原則
の認識 か ら、正規 の簿記 の諸原則 の前形態 (Vorformen)も 取 り上 げ られ る。 そうした前形態 と
して、例 えば、連邦政府 の所得税準則、上級財政官庁 の解釈政令、保険制度及 び信用機関 に対 す
る連邦監督局 の会計準則、卓越 した専門家 の容認 された見解 が挙 げられ るとい う。 これ ら正 規 の
簿記 の諸原則 の途上 にある予備形態 は、国際法 の法源泉説 を引用 して「 ソフ ト法 (Soft law)」 と
みな しうるのであ り、 それ らを判決 が支持 す る限 りにおい て、正 規 の簿記の諸原則 の現実的意味
も獲 得 しうるとい うのがバ イゼの見解 で ある(1つ 。

3.正 規 の簿記 の諸原則 の システム性
既 に述 べ た ように、今 日にお ける正規 の簿記 の諸原則 の特徴 はそれが重層的且 つ階層的な シス
テム を構成 してい る ことにある。1985年 商法典 (貸 借対照表指令法 )は EC第 4号 指令 の国内法
転換 の結果 として、過去 にお いて一般的妥当性 が容認 されて きた一連 の個別的正規 の簿記 の諸原
則 を法典化 させた。
ア ドラー/デ 三 リング/シ ュマル ツ (Adler/During/schmaltz)は 、 そうした法典化 された正
規 の簿記 の諸原則 として、次 の ものを挙 げて い る(10。
(1)法 典化 された形式的正規 の簿記 の諸原則

一明瞭性及び通覧性 :商 法典第 238条 1項 2文 t第 243条 2項 、第 247条 1項
一記録 の正確性及 び完全性、証拠原則 ;商 法典第 238条 1項 3文 、第 238条 2項 、第 239条 1項
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1文 、第 239条 2項 、第 239条 4項
一形式的貸借対照表継続性 ;商 法典第 252条 1項 1号
一国内通貨 による貸借対照表作成 :商 法典第 244条
υ)法 典化 された 実質的正規 の簿記 の諸原則
一簿記及 び貸借対照表真実性 ;商 法典第 239条 2項 、第 262条 2項
一完全性 :商 法典第 239条 2項 、第 246条 1項
一決算 日原則 :商 法典第 242条 1項 及 び 2項 、第 252条 1項 4号
―貸借対照表同一性 ;商 法典第 252条 1項 1号
一企 業継続性原則 :商 法典第 252条 1項 2号
一個別評価 ;商 法典第 252条 1項 3号
一慎重性原則 (実 現原則、不均等原則、低価原則 ):商 法典第 252条 1項 4号 、
第 253条 1〜 3号
―期間化原則 :商 法典第 252条 1項 5号
一実質的貸借対照表継続性 :商 法典第 252条 1項 6号
―調達価値原則 :商 法典第 253条
一経済的観察法 :商 法典第 340b条
これ ら個別的正規 の簿記 の諸原則 の包括的な法典化 は、 その限 りで正規 の簿記 の諸原則 の確定
の必 要性 をな くした とみ る見解 が文献 では有力 である。 しか し、法典化 された正規 の簿記の諸原
則 も依然 として不確定法概念 であ り、解釈要請 を削減 させ るもので もない し、必要 に応 じて、別
の地位 に置 き換 えられ もす る といわれ る(10。
ただ し、法律上確定 された貸借対照表作成規範 が すべ て正規 の簿記の諸原則 とい うわ けで はな
い。 ベ ッ トゲ による と、正規 の簿記 の諸原則 である法規範 は、商法典第 243条 1項 に従 い、すべ
ての商人 に適用 されねばな らな い。 これ に対 して、正規 の簿記 の諸原則 た りえな い法規範 は、当
該 の法律 ない し法律部分 が関連 す る企業形態 にのみ適用 され る。 ただ、資本会社 にのみ適用 され
る個 々の商法典 におれ る規定 が、正規 の簿記 の諸原則 の今後 の発展 の枠 内で、将来、正規 の簿記
の諸原則 とみなされ、非資本会社 にも適用 され るか否 か は今後 を待 たねばな らない とい う。の。
また、逆 に、一 方 で正規 の簿記 の諸原則 が すべ て法典化 されて い る訳で もな い。ベ ッ トゲは、
その結果 として、商法典第 243条 や第 264条 にお ける正規 の簿記 の諸原則 の遵 守 へ の要請 は正規
の簿記 の諸原則 の意味 ある前進 と経済的諸関係 へ のその順応 へ の前提 で ある とみる。 ここに商法
典 にお ける不文 の正規 の簿記 の諸原則 の「一般的な法的要請」 を断念 しえない根拠 が ある。 ベ ッ
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トゲによる と、この点 にお いて、
「正規 の簿記 の諸原則 システム は、新 しい要件 と認識 に対 して『開
かれた (offen)』 ものでなければな らないが、同時 に正規 の簿記 の諸原則 システム を利 害関係集団
の好 き勝 手 に拡大 や縮小 されてはな らない とい う意味 にお いて『閉 ざされた (geschlossen)』 もの
。1)と いわれ るのである。バ イゼ も同様 に、商法典第 243条 1項 における二
で もなければな らない」
般的指示 の意味 での正規 の簿記 の諸原則 は、 システム、す なわち諸原則 と個別規範 との包括的 で
矛盾 のないシステム としてのみ考慮 され うる とす る。 ここで い う「 シス テム」 とは「閉 ざされた
構造 を意味す るのではな く、新 しい要請 に対 して開 かれた、もし くは可動 的 シス テム」。"を 意味 し
てい る。
ところで、正規 の簿記 の諸原則 システムに関 して、立法者 は新商法 にお いて従来 と同様 に、す
べ ての法形態 に対す る統一 的 シス テム を前提 にす るといわれて い る。 すなわち、商法典 第 243条

1項 、第 264条 2項 のす べ ての商人 あるい は資本会社 に対 する貸借対照表作成 の一般条項、さらに
は所得税法第 5条 1項 にお ける正規 の簿記 の諸 原則 の指示のために、すべ ての商人 は正規 の簿記
の諸原則 を遵守 しなければな らず、法形態 に特有 の正規 の簿記 の諸原則 は存在 しない こ とが前提
とな らなければな らな い。つ。正規 の簿記 の諸原則 のす べ ての商人 に対 して法形態、業種、規模 に
関 わ りな く適用 され る。 かか る正規 の簿記 の諸原則 の法形態中立性 は貸借対照表指令法の連 邦政
府 による立 法理由書、法務委員会草案、法体系か らも明 らかであるとい う。う。
こうして、今 日の文献 にお いて有力 な正規 の簿記 の諸原則 の性格 づ けは、貸借対照表作成義務
あるすべ ての商人 が遵守すべ き、法形態非依存的 な法規範、それ もシステムである と捉 えて い る。
特 に、商法典 に不文 の正規 の簿記 の諸原則 を,般 条項 ない し一般規範 として指示す ることを もっ
て、規範 シス テム の順応性 は高 め られ る。 かたや 、不文 の正規 の簿記 の諸原則 を軸 に各種 の個別
的正規 の簿記 の諸 原則 の法典化 を通 じて よ り堅 固 な システム を形成 する と同時 に、他方 で、不確
定法概念 の「開かれた」 システムが全体 として会計 の新 しい要請 に応 じて可動的 に働 くとい新構
造 によって、「世紀法」 と呼 ばれ る 1985年 商法典 にお ける、 まさしく基軸的概 念 として役割 を果
たすのが正規 の簿記 の諸原則 で ある、 これが正 規 の簿記 の諸原則 の法性格 に関す る最近 の論点 と
みて よい。

Ⅱ.正 規 の簿記 の諸原則の獲得方法

1.正 規 の簿記 の諸原則 の解釈方法
さて、正規 の簿記 の諸原則 を法規範 とみるな ら、 その法性格 に基 づ き、正規 の簿記 の諸原則 は
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法発見 (Rechtsfindung)に 用 い られなけれ ばな らな い。 グルーバ ー は、商法典 における一 般条項
の形態 での正規 の簿記 の諸原則 の指示 が もた らす問題 は、正規 の簿記 の諸原則 が一 方 にお いて、
法発見 に役立 つ ように規定 され、他方 にお いて、「正 規 の簿記 の諸原則」なる概念 自体 が、 その解
釈 に際 して、適用 され る獲得方法 に依存す る 自 らの法性格 を論 じなければな らない不確定法概念
で ある ことにある とい うOり 。
ここで、法発見 は解釈 を前提 にす る。 で はい う ところの解釈 とはなにか。バ イゼによれば、古
典的規準 (klassischer Kanon)に 基 づ くと解釈 は次の四 つに区分 され るとい う。
(1)文 言解釈

(Wortauslegung)

(214A系 的解釈 (Systematische lnterpretation)
(3)目

的論的解釈 (Teleologische lnterpretation)

(4)歴 史的解釈

(Historische lnterpretation)

解釈過程 は、慣習上 、文言解釈 をもって始 まる。 この文言解釈 は、法典化 された正規 の簿記 の
諸原則 の解釈 にあた って重 要な役割 を果 たす ものである。例 えば、商法典第 242条 1項 は商人の
貸借対照表 を「 自己 の財産 と自己 の負債 の関係 を表示す る決 算書」 とみな しお り、 それ は正規 の
簿記 の諸原則 に合致 す る。 この場合、「財産 」及 び「負債」 は本来 の意味、 つ ま り「対象 として
(gegenstandlich)」 語 られて い る。 この意味 は動的貸借対照表観 の意味 での単 なる経過項 目 とし

ての 貸借 対 照 表項 目 も排 除 す る。 また、「経 済 財 (Wirtschaisgut)」

で はな く「財 産 対 象物

(Vermё gensgegenstand)」 の概念 の適用 も示 して い るとい う。そ して、かか る語意 に合致 す る対
象的観察法 は商法典第三編 一章 にお けるすべ ての法典化 された正規 の簿記 の諸原則 を基礎 づ けて
い るのだ とい う。0。
次 に体系的解釈 の方法 とは、規範 の意味 をそれ が設定 され る外的関連及 び 内的関連 か ら決定す
る ことを意 味す る。 この解釈 は正規 の簿記 の諸原則 の場合、 それが正規法 システム を形成す るた
めに、特 に重 要 とな るとされ る。例 えば、すべ ての商人 に関す る規定 の中心 である商法典第 243条
の意味 での正規 の簿記 の諸原則 は法形態 中立的であ り、それ故、法形態特有 の原則 は正規 の簿記
の諸原則 ではな い。正 規 の簿記 の諸原則 のシステム は特有 の会社法的影響 か ら解放 されてお り、
それ との関係 では、資本会社 にのみ適用 され る第 264条 2項 の「真実且 つ公正 な概観 (True and
fair view)」 の原則 は、正規 の簿記 の諸原則 の獲得 に とっては考慮外 に置 かれなければな らない。

また、正規 の簿記 の諸原則 は不文 と成文 の (法 典化 された)諸 原則 と個別規範 か ら構成 されるシ
ステムで あるが、法典化 された正規 の簿記 の諸原則 もこのシステムか ら理解 され ることが体系的
解釈 の命令 に合致 す るもの とい う。従 って、商法典 における正規 の簿記 の諸原則 の性格 を伴 う個
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別規定 も、不文 の包括的な正規 の簿記 の諸原則 を具現化 した もの と理解 しなければな らない とさ
れ る。バ イゼによる と、例 えば、銀行貸借対照表 における貸付債権 の評価 に対 す るような業種特
有 の正規 の簿記 の諸原則 の獲得 もまた、 かか る正規 の簿記 の諸原則 の体系的解釈 の適用例 だ とい
う。 この原則 もまた正規 の簿記 の諸原則 であ り、法形態 に結 びつ くものでな く、税務貸借対照表
に対 して も基準 となる としている。7)。
目的論的解釈 は規範 目的 に基づ く解釈 を意味 してお り、解釈 にあた って文言 と体系 によって解
釈余地 が与 えられ る場合、規範 の 目的が特 に基準 となるとい う。バ イ ゼの この 目的論的解釈 に関
す る指摘 はおお よそつ ぎの三 点 である。第 一 は、貸借対照表法上 の規定、特 に、法典化 された正
規 の簿記 の諸原則 について疑義 のある とき、
「真実且 つ公正 な概観」原則 が基準 となるべ きとい う
見解 は、貸借対照表指令法 のか つ ての草案理 由書 も支持 した見解 で あるが、理 由書 は法 で はな く、
連邦議会 の法務委員会 によって構想転換 され時代遅れの ものになってい るので、 それ に従 う こと
は出来 ない。また、
「真実且 つ公正 なる概観」が従来 も正規 の簿記 の諸原則 で あった とい う見解 も、
立法者 は この原則 を新種 の年度決算書原則 とみてお り、 そのため、適用領域 を資本会社 に意識的
に限定 したのだ とい う。第二 に は、正規 の簿記 の諸原則 が年度決算書 目的 によ り規定 され る見解
も、年度決算書 が正規 の簿記 の諸原則 を特徴 づ けるのではな く、逆 に、正規 の簿記 の諸原則 が法
の意味 での年度決算書 の性格 をよ り正確 に特徴 づ ける とい う。正規 の簿記 の諸原則 は法以前 (vor
―
gesetzlich)の ものであ り、立法者 は債権者保護 をパ ラダイム として保持す る法以 前 の正規 の簿
記 の諸原則 を一般的 に指示す る こ

.と

によって、新商事貸借対照表 における慎 重性原則 を特徴 づ け

たのだ とい う。第 二 に、正規 の簿記 の諸原則 を獲 得す る場合、商事貸借対照表法 のみが 問題 とな
るのであって、税務上 の視点 が与 えられてはな らない とい う点である。確か に税法 は商法上 の正
規 の簿記 の諸原則 を基準 として明確 にして い る (所 得税法第 5条 1項 )が 、 この基準性原則 は正
規 の簿記 の諸原則 に影響 しない し、して もな らない。正規 の簿記 の諸原則 の解釈 に関 しては、従 っ
て、課税 の公平性 もし くは税務上 の合 目的性局面 も排除す る ことが確認 されね ばな らな い とす
る(28)。
さて、最後 に歴史的解釈 は次 の ように説明 され る。す なわち、規定 とい うものの生成史 は確 か
に独立 した意義 を有 して い ないが、 目的論的方法 を支持す る有力 な鍵 であ り、若 い法、すなわち
貸借対照表指令法 (新 商法典 )の 場合、 よ り重要 となって い る。 この場合、法的施設 としての正
規 の簿記 の諸原則 と貸借対照表指令法の成立史 の枠内での正規 の簿記 の諸原則 の役割 とが 区分 さ
れなければな らない とい う。 まず、前者 の場合、正規 の簿記 の諸原則 の歴史的発展 は意義 ある変
化 を示 して い るが、債権者保護 に資 す る とい う役 割 において、本質的 に一 定 である。例 えば、実
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現原則や財産 と負債 の計上 と評価 に関す る企業継続性 の原則 は、債権者保護思考 に抵触す るもの
でない とい う。 ついで後者 の場合、立法者 は正規 の簿記 の諸原則 の伝統的役割 を確認 し、 それ ど
ころか、二つの一般条項 (商 法典第 243条 1項 と第 264条 2項 )を 指示す ることによ り、その伝
統的役割 を強化 した とい う。貸借対照表指令法 の成立史、 とりわけ、政府草案 のか ら法務委員会
へ の構想転換 は、会計立法 の保守主義的特徴 を表 してお り、正規 の簿記 の諸原則 を伝統的意味 で
理解 し、「真実且 つ公正 なる概観」原則 に屈服 す る ことはなかった。法 の成立史 は体系的及 び 目的
論的解釈 を確認 して い る とい う。"。
以上が解釈 につ いてのバ イゼの論述 の内容 である。確 かにその 内容 は解釈方法 についての一 つ
の見解 に過 ぎないので あるけれ ども、バ イゼは、上記 の ように各種 の方法 を相 互 に採用す るこ と
によって、1985年 商法典 における正規 の簿記 の諸原則 の法規範 としての意味 を解 釈 しうるとして
い る。 この ことを裏返 せば、商法典 における正規 の簿記 の諸原則 のシステムが いか に複合的 な論
理 の構 築物 となってお り、同 じ く複合的 な論理で構成 す る獲得方法 (例 えば、後述 の法解釈学的
方法 )に よって しか解釈 しえない とい うことで あろう。

2.正 規 の簿記 の諸原貝Jの 獲得方法
さて、正規 の簿記 の諸原則 はそれが不確定法概念 で ある ことに よって、 自 らの法性格 も問 われ
る こ とになる。 そ して、正規 の簿記 の諸原則 の法性格 はその獲 得方法 に依存 す る。正規 の簿記 の
諸原則 の獲得方法 につい ては、文献 にお いて過 去、帰納法 (induktive Methode)と 演繹法 (dedu‐
ktive Methode)と が対立的 に論 じられて きた。また、最近では、法解釈学的方法 (hermeneutische

Mothode)が 好 んで採用 され、 その適用性 の是非 が論議 されて い る。 では、 そ こでの論点 はなん
で あ ろうか。

(1)帰 納法 と演繹法 の問題点
正規 の尊敬すべ き商人 の見解 を正規 の簿記 の諸原則 の源泉 とみる、シュマー レンバ ッ
帰納法 は、
ハ (EoSchmalenbach)の 1933年 の論政 を議論 の起 点 とす る獲得方法 で ある。 この方法 は、今 日、
文献 では圧倒的部分 によって否定 され るもの となって い る。正規 の簿記 の諸原則 を獲得す る場 合、
商人 は中立の鑑 定人 で はな く、 む しろ、 その主観的利害 を優先 させ る こともあ りうる。 また、客
観的尺度 な しには、 シュマー レンバ ッハ の い う正規 の尊敬すべ き商人 の見解 と他 の商人 の見解 と
を区別 しえない とい うのが、 その論拠 である(30。
これ に対 して、文献 で圧倒的支持 を得 たのが、いわゆる演繹法である。 こ́の演繹法 は、1959年
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に連邦財政裁判所判事 デー ンラーによって提起 され、60年 代後半以降 は、経営経済学 の立場 か ら
レフソン等 を中心 に展開 され広範 に承認 された正規 の簿記 の諸原則 の獲得方法 で あ り、現行商法
典 の成立過程 にお いて も、経営経済学 の支配的学説 として決定的影響 を及ぼ した獲得法 である。
一般的 には、演繹法 は正規 の簿記 の諸原則 が年度決算書 目的 か ら演繹的 に獲得 され る目的論的方
法 をい うが、文献 で はさらに経営経済的演繹法 (betriebswirtschaftlich dedukt市 er Methode)
と商法上 の演繹法 (handelsrechtlich dedukt市 er Methode)に 区分 され る。1ヽ ここで、経営経済
的演繹法 とは、経営経済的 に容認 され る簿記 と年度決算書 の二義的 で矛盾 のな い、一般的 に容認
された 目的 を前提 とし、 この前提 の もとでのみ経営経済的 に容認 され る正規 の簿記 の諸原則 を獲
得 しうる とす る方法 である。 しか し、 かか る目的 は経営経済学者 自身 も容認す るように、従来、
存在 して いない。経営経済学 の文献 は、 しば しば相互 に矛盾す る目的 に対 して異 なる提案 をし、
どの会計 目的が支配的 で あるかに関 して合意 を示 し得 ないか らだ とい う。a。
これに対 して、商法上 の演繹法 は、法 目的か ら出発 して、 そ こか ら正規 の簿記 の諸原則 を獲得
する方法である。 この方法 によって獲得 された正規 の簿記 の諸原則 は、経営経済的理論的な要請
を満たすのでな く、法律上 の 目的 システムにお ける妥協解 をやむな く反映 し、 それによ り、商法
上の正規 の簿記 の諸原則 と呼 ばれ る といわれ る。3、 ベ ッ トゲ によると、 この獲得方法 の場合、科
学、判決、貸借対照表作成実務 は 目的 に対 して法 に合致 した合意形成 を命 ぜ られ、年度決算書関
係者 の多岐 にわた る利害 を正 当 に (公 平 に)調 整 す るように法 も正規 の簿記 の諸原則 も解釈 され
ねばな らない。 しか し、法律 上 の簿記 と年度決算書 の 目的 には二 義性 が欠 けて い るために、 この
目的 シス テムか ら商法上 の正規 の簿記 の諸原則 システムの個 々の要素 へ の論理的強制 され る帰結
を生み出す こ とは可能 でない。正規 の簿記 の諸原則 の いわ ゆ る演繹的獲得 は、目的要素 を比較 し、
法的 に是認 され る解決 を求 めるにす ぎない とされ るのである。の。
か くして、演繹法 の前提 た る演繹能力 ある年度決算書 目的 は批判 され る。最近 において、 この
点 を最 も鮮烈 に批判 したのはシュナイダー (DoSchneider)● つで ある。シュナイダー は、演繹能力 あ
る法的 な貸借対照表 目的 は存在 しないため、商法上 の正規 の簿記 の諸原則 を演繹的 に確定す る こ
とは出来 ない と批判 す る。 シュナイダー の場合、商事貸借対照表の法 目的 に対 する不明瞭 さはそ
れ以 外 に も、次 の三 点 が ある。(1)統 一 的 目的 を前提 にす るのか、多数 の異 なる敵対 しうる 目的 を
前提 とす るのか不明確 である。(2)法 の立場 か ら会計 目的 を直接的 に導出するのは可能 でない。(3)
文献 で語 られ る会計 目的 た る「財産要覧」、
「 自己資本 と他人資本 の関係説明」、「損益算定」 か ら
は どんな正規 の簿記 の諸原則 も論理 的 に導出で きない。こうした批判 にたって、シュナイダー は、
正規 の簿記 の諸原則 は、立法者 の規制意図 か ら出発 し、事物 の本性「会計報告」 を指向 し、一定
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の論理的 一数理的模写要請 を満 たす ことか ら獲得 され る とし、
。歴史的 一 目的論的法発見
risch― teleologischer

Rechtsfindllng)と

(histo‐

客 観 的 一 目 的 論 的 法 発 見 (obiektV― teleologischer

Rechtsfindung)と の結合 を提案す る。9。
しか し、 こうした シュナ イダー の批判 も、連邦裁判所判事 で あ り演繹法 の信奉者 で もあるバ イ
ゼ。つによって、反批判 され る。バ イゼの見解 によれば、正規 の簿記 の諸原則 は法的 な会計 報告 目
的 か らで はな く、歴史的 に存在 した会計 目的 を具体化す る演繹能力ある諸原則 と個別規範 とい う
会計法上 の大前提 (Obersatz)か ら直接 に演繹 され る。 バ イゼは、学説 と実務 はかか る会計法上
の大前提 と関係 す るのであって、 そ こか ら派生す る広義 の会計報告 目的 に関係す るものでな い。
上述の「財産要 覧」、「 自己資本 と他人資本 の関係説明」、「損益算定」 とい う会計 目的 か らは、 な
ん ら正規 の簿記 の諸原則 を獲 得 しえな いので あ って、 それは多数 の当該 の個別規範 か ら包括的 に
特徴 づ けた ものに他 な らない とい うのである●0。
ともあれ、 グルーバ ァによって要約すれば、正規 の簿記 の諸原則 の演繹的獲得 の困難性 は、 そ
れが一義的 に定義 された、実践 上 は与 えられな い ような会計 目的 を理論的 に前提 とす る点 にある
ことを確認 しなけれ ばな らない とい う。9。 これが 1985年 の商法改正 の過程 で決定的役割 を果 た
した とい う演繹法 に対す る批判 の論点 である。

(2)法 解釈学的方法 の展開
「 1985年 商法典 に関連 して正規 の簿記 の諸原則 をテー マ とす る場合、正規 の簿記 の諸原則 が法
のなかに多重 に掲 げ られ、 また、程度 の差 こそあれ具体的 に法典化 されて い るため に、法律外 の
規範 の獲得 は もはや圧倒的 に重 要 でな ぐな り、特 に、成文法上の正規の簿記の諸原則 の解釈 が重
3"

要 となった。そのために正規 の簿記 の諸原則 の演繹的獲得 は もはや十分 な ものでな くな った。」

ベ ッ トゲは、新商法典 では多 くの正規 の簿記 の諸原則 が法典化 されたため、 い まや、正規 の簿
記 の諸原則 の解釈 の重点 は、 そ うした法律上 の正規 の簿記 の諸原則規定 の解釈 に移行 し、演繹法
は追加 的 な未 だ法典化 され な い諸 原則 を獲 得 す る とい う補 完 的役割 を果 たす にす ぎな い とい
う の。 ここで、ベ ッ トゲが提起 した よ り良 い獲得法 が、法学 にお ける法規範 の一般的解釈方法 を
援用 した「法解釈学的方法」 である。彼 は、 この法解釈学的方法 をもって、商法上の正規の簿記
の諸原則、 すなわち第 243条 、第 264条 等 における不確定法概念 たる正規 の簿記 の諸原則 と個別
の正規 の簿記 の諸原則 として法典化 された法規定 をともに解釈 しうる とす る。
この法解釈学的方法 の場合、解釈 の基礎 となるのは、法律 の文言 と語意、法律 の意味関連、法
律 の成 立 史、立法資料 と立 法者 の見解、並びに客観的・ 目的論的観点 か ら確定 された簿記 と年度
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決算書 の 目的 である。客観的・ 目的論的 に確定 された 目的 の場合 には、事物 の本性 もひ とつ の役
割 を果 た して い る。 つ まり、法基準 の枠 内で経営経済的観点 も考慮 されなければな らない。 それ
と並んで、獲得 された正規 の簿記 の諸原則 と憲法 との一 致 も考慮 されねばな らな い とい う

1ヽ

こ

うして、法解釈学的方法 にお いては、商法上の正 規 の簿記 の諸原則 とみなされ るべ き貸借対照表
作成方法 を具体化す るために、可能 な限 りすべ ての決定要素 が協 同 して (総 括 して)関 連 づ けら
れ、 それ らの均衡的 に考 慮す る ことによっては じめて、商法上 の正規 の簿記 の諸原則 が具体化 さ
れ獲得 しうるのだ とされ るのである 2L
かか る正規 の簿記 の諸原則 の獲得 プ ロセスは、 ベ ッ トゲ を引 きなが ら同 じく法解釈学的方法 を
支持す るフ ェー ダーマ ン(R:Federmann)の 場合 は、上 の図 の ように示 され る。み られ るように法
解釈学的方法 は、法技術的要素 (文 言、規定関連、優位法、一般規範、立法者 の意図)の ほか、
演繹的方法 の要素 も帰納的方法 の要素 も含んだすべ ての認識 のプ ロセスで ある。 ここでは、一 方
で、会計 の 目的構成 が上位 の会計 目的 か らの論 理的演繹 によ り具体化 され、他方 で、(帰 納的 に獲
3、
得 された)会 計関与者 の見解、利害及 び行為様式 が関連 づ けられ る● 従 って、法解釈学的方法

は演繹法 と、 また、帰納法 とも無縁 で はない。ベ ッ トゲ もい うように、法解釈的方法 は もちろん、

歴史的な
立法者の意図

不確定法概念 としての
正規の簿記 の諸原則

事物 の本性 か らの
客観的 目的設定

法解釈学的認識 プロセス
(解
釈 )

優 先規準

明定 され た (具 体化 された )
正 規 の簿記 の諸原則
法解釈 学 的方法 による正 規 の 簿記 の 諸原則 の 獲得
出所 Rud01f Federrnann, Bilanzierung nach Handelsrecht und Sreuerrecht, 8.,
aktualisierte Aufl.1990,S.110.
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″

帰納法及び経営経済的演繹法 か ら完全 に解放 され るものでな い。 それ は、商人 の見解

(そ

の他 の

年度決算書利害 関係者 )も 経営経済的 に理 由づ けられた年度決算書 目的 も考慮す る。 それは、部
分的 に演繹法 に も帰納法 に も依拠 す る商法上 の正規 の簿記 の諸原則 の獲得方法 で ある。そのため、
この方法 の長所 は多様 な局面 を考慮 す る ことによる普遍性 で あるといわれる

4、

もとよ り、法解

釈学的方法 の問題点 も指摘 され る。 この方法 を支持す るのフェー ダーマン も、 その短所 を、優位
規準 (例 えば、憲法 の優位、文言の限定的解釈、歴史的 目的確定 の現実的優位 )及 び法適用者 の
先入観 によって限界 が示 され る点 にみて い る

D。

さらに、ア ドラー/デ ュ リング/シ ュマル ツに

は次 の ように批判 され る。
「法解釈学的方法 は論理的 に強制 され る解決 を生 み出す のではな く、す
べ ての関連決定要因 を考慮 して、すべ て もし くは部分的 に相 互 に排他的 な複数 の可能性 に対す る
好 ましい選択 を下 そうとす る。 しか し、 この法解釈学的方法 をもって、正規 の簿記 の諸原則 の獲
得 に対 して多 くを見出せ るか どうかは疑わなければな らない。」 0

むすびに

既 に述 べ た ように、正規 の簿記 の諸原則 の法性格 とその獲得方法 については、1985年 商法典の
施行後、 ほぼ 10年 を経過 した今 日で も統一 した見解 とい うべ きものは存在 して いない。 しか し、
正規 の簿記 の諸原則 が 、 その概念 の不確定性 と内容 の変化 による順応性 を有す る とい う機能認識
にお いては、 この概念 が創設 された 1987年 商法典以来、依然 として変わ るところはない。
それ は、バ ル ヴィーザー (W.Ballwieser)が 今 日的な正規 の簿記 の諸原則 の有す る特質 に関 し
て次 の ように纏 めるところで もある。 ひ とつ は、正規 の簿記 の諸原則 は原則 であって、個 々の詳
細規定 でない点 で ある。 したが って、 それ は、貸借対照表項 目の計上 や評価 について個 々 に規定
するので はな く、原則 としてそれ らを規定す る ものである。第 二 には、正規 の簿記 の諸原則 は相
互 に補完、規定 しあい、矛盾 な く解釈 しうるシステム を構成す るとい う点 にある。第 二 に、正規
の簿記 の諸原則 はそれが解釈 を要す る不確定法概念た る性格 をもって、立法者 が法 を施 行す る際
に予想 しな い ような事態 を も把握 す る ことを可能 に し、 その ことに よって法 の発展 をもた らす と
い う特徴 である つ。
しか し、 バ ル ヴ ィーザ ーの挙 げる第 二 の特徴 が示 す ように、正規 の簿記 の諸原則 はい まや、形
式的 には不文 の正規 の簿記 の諸原則 と法典化 された各種 の個別的正規 の簿記 の諸原則 か ら構成 さ
れ る法規範 の新 シス テム として成立 して い る。今 日、正規 の簿記 の諸原則 は重 層的且 つ階層的 な
規範 システム を再構成 してお り、 それ らを安 定的 に相互 に関連 づ けうる論理 をいかに構築す るか
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が、現在 の直面す る課題 となって い る。 ここに、ベ ッ トゲ等 が従来 の演繹法 に代 わつて法解釈学
的方法 を唱 える背景 が ある とい って よい。
先 にみた ように、「法解釈学的方法」は これ まで主導的地位 を占めて いた演繹法 を排除す る正規
の簿記 の諸原則 の獲得法 で はない。 それ は演繹法、 さらには帰納法 の要素 も含むすべ ての影 響要
因 を認識 す る、発展的・ 調整的 な獲 得 プ ロセス を意味 してい る。 ベ ッ トゲは、正規 の簿記 の諸原
則 システムにおける各種 の個別的正規 の簿記 の諸原則 が相互 に補強 し補完 しあ う関係 を構築物 に
なぞ らえて「 エ ッフェル塔原則 (Eiffelturm― Prinzip)」 0と 呼 ぶが 、 そ こでの法解釈学的方法 に依
拠 した影響要因 を認識す るプ ロセス を「法解釈学的螺旋 過程 (hermeneutische Speirale)」

りとも

名付 けて い る。 それによって、法解釈学的方法 は、法構成 に密着 し、会計法規定 の全体 を多様 な
影響要因 か ら螺旋状 に反映 (Spiegelung)す る ことを特色 とす る。問題点 も指摘 され るとはい え、
今 日では正当 に有力視 されて い る方法(50と もいわれ る。
さて、周知 の よ うに、法治国家 (Rechtsstaat)ド イ ツにお いて、法的安定性 (Rechtssicherheit)
は法秩序 (Rechtsordnung)を 保持す るための基本的要件 のひ とつであ り

商法典 にお いて、

'1ヽ

正規 の簿記 の諸原則 は、 この法的安定性 による法的秩序 を保持 しうる法効 力 を有す る概念 とい う
ことがで きる。 しか し、 この正規 の簿記 の諸原則 は内容 の不確定 な解釈 を要す る法概 念 であ り、
その解釈 はアカデ ィズムに委ねなれ、その権威 によって専門学的論理 が注入 され るところに ドイ
ツ的個性 がある。 その意味 では、現在、有力視 され るベ ッ トゲ等 の法解釈学的方法 も、1985年 商
法改正以 後 のあらたな局面 にお いて、 よ リシステム化 した正規 の簿記 の諸原則 の再構成 の解釈・
獲得 ためのアカデ ィズムのひ とつ の営為 に他 な らな い。 しか し、問題 はかか る正 規 の簿 記 の諸原
則 の再構成 と新 たな正規 の簿記 の諸原則論 を促 す本質的動因 はなにか とい う ことで ある。 その こ
とへ の究明 は、 ドイツの会計 制度、 そ してそ こにお ける正規の簿記 の諸原則 の意味 を探求す る上
での不可欠 の作業 で あ ろう。 ただ し、 その検討 は、今後、筆者 に残 されて い る。
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