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はじめに

法制度の改善は、世界中で行なわれている技術支援プログラムの一環で
あり、しばしばその中心的な役割を演じてきた。第 2次世界大戦後、主に

(1) 

アメリカ合衆国の法学者によって開始された第 1期の「法と開発(Law and 
Development)」運動は、ラテンアメリカやアフリカ、そして（規模は劣るもの
の）アジア諸国に新たな諸法典をもたらした。この運動の主導者達は、 1974年
に失敗を表明した。彼らは次の点を認めた。善意の改革努力は、法システムの
機能に関する向こう見ずな仮定に基づくものであった。そしてそうした仮定
は、十分に成熟した理論に裏付けられているわけでも、母国（アメリカ合衆

(2) 

国）で経験的に検証されたものでもなかった、と。研究者や政策アドバイザー
には、東欧と旧ソビエト連邦における社会主義システムの崩壊後に開始された
第 2期の「法と開発」運動の諸課題に取り組むための用意がなかった。そのた
めに実質的には第 1期の「法と開発」運動が繰り返されることとなった。研究
者と実務家から成る法律専門家は、憲法、法典、制定法そして規則を携えて、

本稿は、本稿と対をなすBerkowitz, Pistor et al.,"Economic Development, Legality, and 
the Transprant Effect," 4  7  European Economic Review 165-95 (2003)の統計結果に基づくも
のである。ラテンアメリカに関する背景的知識とラテンアメリカ諸国の分類につい
ては、 Jan Kleinheisterkamp ( マックス・プランク研究所、ハンブルク）に大変お世話
になった。ご協力に心より感謝する。また、 Robert Bates、Francois Bourguignon、Erik
Berglof、Joe Kalt、Rachel Kranton、Fred Schauer、Dani Rodrik及びGerard Roland、ならびに
ハーバード大学、メリーランド大学、ミシガン大学、公共選択学会 (2000年）、ウィ

感謝する。
(1) アメリカ合衆国のラテンアメリカにおける「法と開発」運動に関する批評とし
て、 James A. Gardner, Legal Imperialism: American Lawyers and Foreign Aid in Latin 
America (1980)を参照。この時期の「法と開発」運動に積極的だったもう一つの国
はフランスであった。例えば、 David, " A  Civil Code for Ethiopia: Considerations on the 
Codification of the Civil L a w  in African Countries," 3  7  Tul. L. Rev. 187 (1963)を参照。

(2) TrubekとGalanterの独創的な論文、 "Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections 
on the Crisis in Law and Development Studies in the United States," Wis. L. Rev. 1062(1974) 
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旧社会主義経済に大挙して押しかけた。この時期において、アメリカ合衆国の
アドバイザーは、第 1期の「法と開発」運動の際と比較して、西欧の強力なラ
イバル達とのより激しい競争に直面した。ドイツやオランダの民法典、アメリ
カ合衆国の会社法、欧朴I会社法の調和に関する諸指令、イングランドやアメリ
カ合衆国の証券市場規制および反トラスト規制、あるいは新たに作成された担
保取引に関するモデル法等の提案者は、西洋法の価値を東欧諸国に売り込ん
だ。それらのキャンペーンにおいては、財政支援の約束やE U加盟の見込など

(3) 

によって、母国の法システムを移植することが後押しされた。
第 2期の「法と開発」運動の開始から十年を経た現在、中・東欧諸国および
バルト海沿岸諸国は少なくとも商事法の領域では、概してヨーロッパモデルに
従っている。旧ソ連圏では、これとは対照的に、アメリカ合衆国モデルが特に

(4) 

会社法や破産法において実質的な影響力を有してきた。さらに、多くの国が
様々な法システムを借用した背景には、しばしば、導入元の国の投資家に対し
て彼らの母国と同等の法的水準を遵守しているとのシグナルを送信することの

は、明示的な記述こそしていないものの、第 1期の「法と開発」運動の死刑宣告を
行ったものであると理解されている また、 Merryman, "Comparative L a w  and Social 
Change:On the Origins, Style, Decline &  Revival of the L a w  and Development Movement," 
25 A m .  J. Comp. L. 457 (1977)、Snyder, "The Failure of L a w  &  Development," Wis. L. 
Rev. 373 (1982)、そしてTheberge, "Law and Economic Development," 9  Den. J. oflnt'l L. 
&  Policy 231 (1980)も参照。経済発展における法と法制度の役割に関する大規模な
調査とより優れた理論への激しい探求が実現することはなかった。その最大の理由
は、当時の「法と開発」運動の提唱者たちの目がアメリカ国内の法システムに向け
られていたためである。こうした第 1期の「法と開発」運動の姿勢に対する批評と
して、 Tamanaha, "The Lessons of Law-and-Development Studies," 89 A m .  J. Int'l. L. 470 
(1995)を参照。
(3) その他、 Ajani, "By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern 
Europe," 43 A m .  J. Comp. L. 93, 110 (1995)を参照。
(4) 24の移行経済国における会社法と破産法の変遷パターンを詳細に分析したもの
として、 Pistor, "Patterns of Legal Change: Shareholder and Creditor Rights in Transition 
Economies," 1  E B O R  59 (2000)を参照。
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(5) 

期待があった。この時期に社会主義から自由主義経済へと移行する諸国で企て
られた法改革の規模は、立法上のトルネードに例えられてきた。しかし、こう
した努力の結果は様々であった。第 2期の「法と開発」運動の死亡を立ち上
がって宣告する者は未だいないが、法整備に向けた努力の効果はせいぜい限定

(6) 

的であるとする点において、意見は広く一致している。最も一般的な不服は、
移植された法律は書物として現存するが、それら新しい法律は十分有効には執
行されていないというものである。実際に、制定法が付与する法的保護の水準
と、法に関する諸制度の有効性を示す指標との間には、ほとんど相関関係がな

(7) 

いことが経験的分析によって示されている。今日のロシアはアメリカ合衆国の
アドバイザーのおかげでその地域で最も洗練された会社法を有するという点で

(8) 

は自慢できるとしても、株主の権利は構造的に蹂躙されており、司法制度の有
(9) 

効性及び法制度や行政制度の信頼性の実績を示す指標は芳しくない。

(5) Petrovic "The Legal Regulation of Company Groups in Croatia," 2  E B O R  781 (2001)を
参照。クロアチアは、 ドイツ人投資家の歓心を買うためにドイツのコンツェルン法
を採用し、アメリカ人投資家の歓心を買うためにアメリカ合衆国の会社法と証券法
に含まれる株式公開買付けに関する規則を採用した。

(6) Hendley, "Rewriting the Rules of the G a m e  in Russia: The Neglected Issue of the 
Demand for Law," 8  East European Constitutional Review 89 (1999)移行経済諸国にお
ける法整備と金融市場の発展との関係性についての実証研究では、書物上の法を
改良しても、ほとんど経済発展に効果が見られないことが確認されている。 Pistor,
Raiser et al., "Law and Finance in Transition Economies," 8  The Economics of Transition 
325 (2000)を参照。移行経済諸国における法整備の効果を包括的に分析したものと
して、 Peter Murrell (ed.), Assessing the Value of L a w  in Transition Economies (2001)があ
る。

(7) Id. at p. 344 and Table 6. 
(8) Black &  Kraakman, " A  Self-Enforcing Model of Corporate Law," 109 Harv. L. Rev. 
1911 (1996). 

(9) 株主権の誤用の程度に関する詳細な報告として、 Black, Kraakman et al., "Russian 
Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong?," 52 Stan. L. Rev. 1731 (2000) 
を参照。その中で著者は、民営化のための制度的基盤が整備されていなかったため
に、株主がその効果について誤った判断をしていたことを指摘している。
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十年という期間は、法整備の有効性について最終評価を下すには短すぎるか
も知れない。法が書物の中での生命以上のものを獲得し、家庭や企業での意思
決定に影響を与え、法律家が新しいルールの下で訓練され、それに関する明確
化と解釈が必要な事件が裁判所へ提訴されるようになるまでには時間が当然に

(JO) 

必要とされる。しかしながら、西洋の法システムが世界の他地域へと大規模な
移植がなされた例は、移行経済諸国へのそれが初めてではない。第1期の「法
と開発」運動は、それに先立って行われた。しかし第 1期の「法と開発」運動
でさえ、 19世紀から20世紀初頭にかけて行われた大規模な法システムの移植に
比較すれば小規模であった。ヨーロッパで新たに構築された国民国家は、植民
地主義と帝国主義の時代に世界を制圧した。それらは軍隊を送り込んだだけで
なく、自国の法律、そして往々にして裁判組織とその人員までも持ち込んだ。
したがって私達は、大規模な法移植が行われたこの200年の期間を探査しなけ
ればならない。 2 つの重要な疑問がこの探査に正当性を与える。第 1 に、「そ
もそも法の移植は機能しているか？」そして第 2 に、「法の移植が機能する場
合に、何がその違いをもたらすのか？」
本稿ではこの両方の問いに対する解答を求める。そうすることによって、法
が経済発展に与える影響に関して、法の移植という問題を無視してきた従来の
経験的な研究業績を、より豊かなものにしたい。最近の研究の中には、法が金

(10) 事実、論者の中には、新たな制定法の受容には時間がかかることを理由に、移
行経済諸国は、制定法の継受によるトップダウン方式ではなく、判例法の形成に
よるボトムアップ方式で自国の法秩序を構築すべきだと考える者もいる。 Rubin,
"Growing a  Legal System in the Post-Communist Economies," 27 Cornell Int'l L. J. I  (1994) 
を参照。同様の主張として、 Cooter, "Decentralized L a w  for a  Complex Economy: The 
Structural Approach to Adjudicating the N e w  L a w  Merchant," 144 U. Pa. L. Rev. 1643 
(1996)も参照。
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(11) 

融市場及び経済発展へ与える影響について分析したものがある。その一つの影
響力のある発見は、法家族がその国の法システムの有効性の重要な決定要因と
なるとするものである。コモンローに属する国は最も投資者に好意的な法を有
しており、フランス法家族やドイツ法家族に属する諸国は投資者に最も好意的
でない法を有している。そしてスカンデイナヴィア法家族に属する諸国はその
中間にあるとする。また、法のエンフォースメントに関し法家族が与える影響
について、 L a Porta et al. (1998, 1999)は次のことを見出した。ドイツ法家族や
スカンデイナヴィア法家族に属する諸国はコモンロー諸国よりも優位に立って
おり、次にコモンロー諸国はフランス法家族の諸国に比べてよりうまく機能し
ているというものである。このような結果を導く理由として、エンフォースメ
ントと 1人当たりのG N Pとの間には密接な関連性があり、 ドイツ法家族とス
カンデイナヴィア法家族の諸国は彼らが用いたサンプルの中で最も裕福な国
に属するとする。しかしながら、 1人当たりのG N Pを考慮に入れた後に、 L a

Porta et al. (1998, 1999)は次のような結論を出した。彼らは、投資者に好意的な
法を有する諸国は、最も効果的な法のエンフォースメントを有する傾向がある
とする。つまり、法のエンフォースメントにおいて、フランス法家族の諸国は

(11) 一連の研究の発端となったのは、 L a Porta, Lopez-de-Silanes et al., "Law and 
Finance," 106 J. Pol. Econ. 1131 (1998)、id., "Legal Determinants of External Finance," 
LIi J. Fin. 1131 (1997)、そして id., "The Quality of Government," 15 The Journal of Law, 
Economics &  Organization 222 (1999)である。これらの研究は、実証分析における法
的変数の利用可能性を示唆し、その後に続く数多くの研究の端緒となった。こうし
た研究の多くが、大陸法諸国とコモンロー諸国との相違から生れる結果に着目し
ている。例えば、以下の文献を参照せよ。 Johnson, Boone et al., "Corporate Governance 
in the Asian Financial Crisis 1997-98," 58 Journal of Financial Economics (1-2), 137, 141 
(2000); Levine, "The Legal Environment, Banks, and Long-Run Economic Growth," 30 
Journal of Money, Credit and Banking 596 (1998); Ross Levine, "Napolean, Bourses, and 
Growth: With a  Focus on Latin America," unpublished mimeo (1999); Mahoney, "The 
C o m m o n  L a w  and Economic Growth: Hayek Might be Right," 30 Journal of Legal Studies, 
503 (2001); and Thorsten Beck, Asli DemirgucKunt et al., "Law, Politics and Finance," 
<http://papers.ssm.com/so13/papers.cfm?abstract_id=269118> (2001). 
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コモンロー諸国より劣っており、 ドイツ法家族の諸国もコモンロー諸国よりも
劣る傾向にあり、スカンデイナヴィア法家族の諸国はコモンロー諸国と同程度
であるとする。換言すれば、幸運にもイギリスにより植民地化された国々は比
較的うまくやったのに対し、フランスの植民地や、愚かにも自発的にフランス
やドイツ法家族をモデルとして自発的に取り入れた国々は、相対的に不利な状

(12) 

況におかれた。
これらの結果は、いくつかの理由から注目に値するものである。第 1に、そ
れらの結果は 2つの「法と開発」運動の経験と明らかに矛盾する。そこでは、

(13) 

書物上の法改革は法の諸制度の有効性に比較的小さな影響しか与えなかった。
第2に、それらは、法家族の原産国（内生的に自らの法を発展させた国）と移
植により法を継受した諸国とを区別する試みを全くしていない。つまりそれら
は、ある特定の法典の伝播は重要であるかもしれないが、移植の過程は重要で
はないと暗黙裡に仮定している。第 3 に、それらは、その発見における明白な
矛盾を解消していない。そしてそれは、法の発展過程をより一般的に理解する
上で重要な手がかりを私達に与えてくれるかも知れない。 L a Porta et al. (1998, 

1999) は一方で、法家族から法の質へ、金融市場の発展へ、そして経済成長へ
と繋がる関連性を、提示している。そして他方で、法に関する諸制度の広範

(14) 

性と有効性（本稿ではこれを、「リーガリティ」と簡潔に表現する）に関する
データを提供し、リーガリティとG D Pとの間には密接な相関関係にあること
を示している。しかし彼らは、法家族とリーガリティとの間に相関関係がある
ことを確信させることに成功してはいない。法家族とリーガリティの関係を説
明することができないにもかかわらず、もしリーガリティと経済成長との間に
密接な相関関係があるとすれば、リーガリティの決定要因について別の説明が
必要となる。
本稿は、そうした説明を提供するものである。本稿では次のような提案を行

(12) See La Porta et al. (1999) and Mahoney, id. 
(13) 前掲注(2)の諸文献を参照。
(14) 第3 章において、こうしたデータを詳細に検討する。
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ない、そして検証する。それは、現在の法制度の有効性にとって、フォーマル
な法の継受の仕方の方が、その国がどの法家族を採用したかということより
も、はるかに重要な決定要因となるという提言である。私達のこの議論は、ニ
つの鍵となる考えに基づく。第 1 に、法が効果的であるためには、法が適用さ
れる状況において有意義でなければならない。従って、市民が法を活用するイ
ンセンティブを有し、法の強制と発展のために機能する諸制度を要求するイン
センティブが必要となる。第 2 に、裁判官、法律家、政治家、そしてその他の
法の発展に責任を負う媒介者が、リーガリティの需要に反応しながら、法の品
質を向上させることが可能でなければならない。
私達の理論を検証するために、どのような方法で法が移植され継受されたか
に関するプロキシ（代理指標）を創設する。プロキシの使用は、現実世界の複
雑性を大幅に簡素化する。これには長所と短所の両方がある。それは社会経済
の過程の豊富さを捨象する。しかしそれは、法の発展にとって何が重要かにつ
いて対立する主張を経験的に検証できる。これは徹底した事例研究の代わりと
はならないけれど、他の経験的な研究に対して私達がより強力に挑戦すること
を可能にするだけでなく、私達の将来の研究計画を形成することをも可能にす
る。
私達は、法の移植と継受の過程を表すプロキシとして「移植作用」の定義を

展開する。この目的のために、各国を、自らのフォーマルな法規範を内生的に
発展させた国（原産国）と他の国から継受した国（継受国）に分類する。各国
を分類するにあたり、ある国が最初にフォーマルな法秩序を包括的なものとし
て発展させた時期、あるいは最初にフォーマルな法秩序を包括的に継受した時
期を選択する。大多数の国にとって、実質的に重要な時期は19世紀であるが、
いくつかの国においてそれが20世紀前半にまで及ぶ。私達の基本的な主張は次
のとおりである。つまり、法が効果的であるためには、法に対する需要が存在
しなければならず、そのような需要が存在してはじめて、書物上の法が実務で
現実に利用されるようになり、法の発展に責任を負う法の媒介者がこのような

(15) 

需要に対応することになる。継受国が法を現地の環境に適応させたり、継受国



神戸法学雑誌 59巻 l号 166 

に移植された法の基本原則にすでに親しみをもっている人々がいたりすれば、
私達は法が利用されることを期待できる。法は利用されるであろうから、法を
強制するための制度に対する社会全体の強い需要がそれに続いて生まれるであ
ろう。そして、輸入された法の発展と強制に責任を負う法の媒介者は、需要に
合うように法を発展させることが可能となろう。なぜなら法に対する強い需要
は、法を変化させるための資源を提供するからである。こうした諸条件が存在
する場合に、私達は、その法を内生的に発展させた原産国におけるのと丁度同
じように、法秩序が効果的に機能することを期待できるであろう。しかしなが
ら、法を現地の環境に適応させることがない場合、あるいは法が植民地化を通
じて強制され、継受国の人々が法に親しみを感じない場合、私達は、これらの
法を利用しようとする当初の需要は薄弱であろうと予測する。法の媒介者は、
需要に応じた法を発展させるためのより困難な期間を有するであろう。このよ
うなかたちで法を継受した国は、従って「移植作用」を被ることになる。そう
した諸国の法秩序は、原産国の法秩序に比べ、また法を現地の状況に適応させ
た継受国や、移植された法に親しみをもっている人々がいる継受国の法秩序よ
りも、効果的には機能しないであろう。
私達は、移植や継受のプロセスが、効果的な法の諸制度の発展に与える影響
を、特定の法家族の移植が与える影響と比較することによって、検証を行な
う。法家族については、広く知られている法システムの分類に基づき 4つに区
別する。つまり、イングランド系コモンロー、フランス系大陸法、 ドイツ系大
陸法、そしてスカンデイナヴィア系大陸法である。法律研究者は、これら法家

(15) 法に対する需要については、以下の文献も参照せよ。 Pistor, "Supply and Demand 
fer Contract Enforcement in Russia: Courts, Arbitration, and Private Enforcement," 22 Rev. 
Cent. E. Eur. L. 55 (1996), Hendley, supra n. 6  and Milhaupt &  West, "The Dark Side of 
Private Ordering: A n  Institutional and Empirical Analysis of Organized Crime," 67 U. Chi. 
L. Rev. 41 (2000). 
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(16) 

族が様式において著しく異なることを示している。法家族と株主や債権者保護
の程度との間に強い相関関係があることを説明する最近の経験的な諸研究によ
(17) 

れば、法家族は、書物上の商法及び会社法のための有益なプロキシといえる。

な法の諸制度に関する重要な予測変数であることを示す統計学的証拠を提供す
(18) 

る。また、移植作用はリーガリティヘの影響を介して経済発展に実質的な負の
影響を及ぼすが、直接的に影響を及ぽすわけではないことをも提示する。それ
との対比において、特定の法家族の移植が経済発展に及ぽす影響は、別のリー
ガリティ指標においては頑健ではない。さらに、移植過程の全体的影響の方
が、特定の法家族の移植の影響よりも強い。
本稿は、各国間の制度的発展の偏差を説明しようと試みる新たな研究分野に

寄与する。これまでのとこ乃ほとんどの研究業績は、制度構築の政治経済学に
着目している。市場経済へ移行中の旧社会主義経済諸国において、何故、強力
な制度が誕生したり誕生しそこなったりするのかだけを分析した論文が増加し

(16) こうした特性には、法律研究者が用いる一定の研究手法が含まれている。つま
り、特異な法概念（例えば、コモンローにおける信託がそうである。この概念はド
イツ法やフランス法には馴染みがない）、法源と法解釈論（すなわち、コモンロー
における先例の役割と大陸法における制定法の至上性）、そしてイデオロギー的な
要素である。 Konrad Zweigert &  Hein Kotz, Introduction to Comparative L a w  67 (1998) 
を参照。たとえば、契約の自由と私有財産の保護はほとんどの西洋法システムの中
核をなす要素であるが、社会主義法家族においては存在しなかったし、ヒンドゥー
法やイスラム法においては宗教上の諸原則により修正されていた。

(17) La Porta et al., supra n. 11. 
(18) この証拠については、 Daniel Berkowitz, Katharina Pistor et al., Ecomnic Development, 
Legality, and the Transplant Effect op. cit. において、より詳細かつ技術的に提示されて
いる。

(19) Berkowitz &  Li, "Tax Rights in Transition Economies: A  Tragedy of the Commons," 76 
Journal of Public Economics 369 (2000); Zhuravskaya, "Incentives to Provide Local Public 
Goods: Fiscal Federalism, Russian Style," 76 Journal of Public Economics 337 (2000); 
Gerard Roland &  Thierry Verdier, "Law and Enforcement in Transition," unpublished 
mimeo on file with the authors (1999). 
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(19) 

ている。また、法家族間に相違の決定要因を探求することへも、ますます関心
(20) 

が集まっている。質の高い諸制度の決定要因を探求する諸研究の中で、本稿
(21) 

はその精神においてRodrikに最も近い。彼は、制度構築のための戦略をうまく
デザインするには、地域の事情を考慮すべきであり、地域の参加や実験を犠
牲にして、先進国で観察されるベストプラクティスを過度に強調すべきでな
いと主張し、それを裏付ける経験的な証拠を提供している。本研究はまた、

(22) 

Acemoglu, Johnson, and Robinsonの研究とも関係する。彼らは、植民地であった
国々の現在の諸制度の評価手段として、最初のヨーロッパ人入植者の死亡率を
使用している。彼らは、入植者による初期における諸制度の供給がその長期的
な有効性に影響を及ぼしたと主張する。彼らのアプローチとは逆に、私達は輸
入された諸制度と初期の現地における需要との融和性に着目し、その長期的な
諸制度の発展との関連性を考察する。
本稿の構成は、次のとおりである。次章では、法の移植方法がリーガリティ
の重要な決定要因であるとする議論を展開し、 L a Porta et al. (1998, 1999)がそ
の研究のなかで用いたのと同じ49の諸国をコード化する。第 3 章では、移植の
プロセスと法家族がそれぞれ、リーガリティや経済発展に及ぼす影響について
検証する。第 4 章では、各国のコードの偏差に対するこれらの結果の頑健性を
検証する。第 5 章では、総計したリーガリティの指標の有効性を検証する。そ
して第 6 章で結論を述べる。

(20) Edward L. Glaeser &  Andrei Shleifer, "Legal Origins," unpublished mimeo, Harvard 
University (2000). 
(21) "Institutions for High-Quality Growth: What they Are and H o w  to Acquire them," 35 
Studies in Comparative International Development (3), 3  (2000). 
(22) "The Colonial Origins of Comparative Development: A n  Empirical Investigation," 91 
American Economic Review (5), 1369 (2001). 
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2  移植作用

今日では事実上すべての国が、指定された公的機関により確立された法典や
裁判例に包含される一連の法規範と、こうした法規範の強制に責任を負う国家
の諸制度を有している。本稿では、このような法規範群をフォーマルな法秩序
と呼ぶことにする。今日、フォーマルな法秩序は多くの国できわめて重要に
なっているけれども、それは社会の統治構造の単なる一要素に過ぎない。最も
発展した社会を含むすべての社会は、インフォーマルな規範や制度によっても
また統治されている。こうしたインフォーマルな法秩序はほとんどの場合、社

(23) 

会集団の既存の規範を内部化することによって時間の経過の中で進化する。イ
ンフォーマルな法秩序は国家によって強制されるのではなく、信頼や評判効果
そしてモニタリングの手段tこ大きく依拠している。後に詳述するように、多く
の国の現在のフォーマルな法秩序は、 18世紀末から 19世紀初頭にかけて発展し
たヨーロッパ諸国の法を移植することによって形成された。西洋から法を継受
した国のすべてではないがその多くが、移植以前にフォーマルな法秩序を有し
ていたが、西洋法の移植はフォーマルな法秩序の発展を加速させるとともに既

(23) Colemanは、 Foundations of Social Theory (1990)において、規範を「社会システム
内のアクターの財産ではなく、社会システムの財産」と定義している (241頁）。規
範の有効性は、制裁の程度と、個々人が自己の行為に適用する制裁の程度によっ
て決まる。後者では、規範は個々人の中に内在する (243頁）。社会規範の生成と強
制の過程については、 Sunstein, "Social Norms and Social Roles," 96 Colum. L. Rev. 903 
(1996)も参照。

(24) 一例として、植民地時代のインドにおける土地所有制度と有効な執行制度の導
入を挙げることができる。その目的は、小作農の窮状改善にあった。小作農はし
ばしば、その地域で独占的な地位にある唯一の貸手に依存していた。法改正によ
り、貸手間の競争は激化したが、同時に権利の執行において柔軟性が失われた。
それによって小作農が占有していた土地は剥奪され、小作農の反乱を招来する結
果となった。これに関する歴史的かつ理論的な記述については、 Kranton &  Swamy, 
"The Hazards of Piecemeal Reform: British Civil Courts and the Credit Market in Colonial 
India," 58 J. Dev. Econ. 1  (1999)を参照。これによれば、保険システムのような補完
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存の秩序を大きく変化させた。そしてそれは有害な結果を伴うことも稀ではな
(24) 

かった。
私達は、フォーマルな法秩序を内生的に発展させている国は、外国のフォー
マルな法秩序を外圧として押し付けられた国と比較して、効果的な法制度を発
展させる上で相対的な利点を有していると考える。内部での発展は、経済主体
が新たな課題や既存の困難に対応して展開した解決策の長所を生かすことがで
きる。立法者は国内の知識と専門性に頼ることができ、新旧両制度の間の相補
性を存分に活用できる。これは、新たな法規範が訴訟事件から生成される判例

(25) 

法において最も顕著である。しかし立法者はまた、調査手段や専門家からなる
法律委員会を通じて、認識されている問題の社会的知識や考えられうる解決策

(26) 

を有効に用いることができる。
それに対し、フォーマルな法秩序を外国から継受する国は、既存の法秩序と

輸入された法秩序との実質的な不整合と取っ組み合いをしなければならない。
そのような国は、調停や交渉と比較して、対審的訴訟による紛争解決に不慣れ

的制度の欠如が、改革の失敗原因であるとされる。結局、この法改革によって、独
占的な貸手による関係的な貸付けは撲滅されたが、凶作のような外生的な打撃への
緩衝装置を創出することはできなかった。

(25) 新たな法をトップダウン方式で設計するのではなく、社会に蓄積された知識と
情報を活用して新たな法を創出する判例法システムの利点については、 Friedrich A. 
Hayek, Law, Legislation and Liberty - Rules and Order, Vol. 1, 85 (1973)を参照。しかし
同書によれば、立法府が重要な修正機能を持つとされている (88頁）。途上国や移
行経済国における判例法の応用の試みについては、 Rubin supra n. 10とCooter, "The 
Theory of Market Modernization of Law," (Michael Bruno &  Boris Pleskovic eds., Annual 
World Bank Conference on Development Economics 191 (1996)を参照。

(26) 裁判所に比べ、立法府が情報面での不利益を被りにくいことを強く主張す
るものとして、 Louis Kaplow, General Characteristics of Rules, http://encyclo.findlaw. 
com/lit/9000art.html (1997)を参照。
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(27) 

であるかもしれないし、親類関係や社会規範から切り離された法的権利の厳格
(28) 

性に不慣れであるかもしれない。さらに、社会的、経済的、そして制度的背景
はしばしば、原産国と継受国とで非常に異なる。そのため継受国は、移植作
用、つまり既存の環境や制度と移植された法との不整合に苦しむ可能性が高
く、輸入された法秩序の有効性を減じることになる。これらの主張を経験的に

(29) 

検証するために、 49カ国を、私達はフォーマルな法秩序を内生的に発展させた
10カ国（原産国）と、それを外国から継受した39カ国（継受国）に分ける。そ
してさらに継受国については、移植作用を被っている国と被っていない国に分
類する。

3  原産国 vs. 継受国

大多数の国は、現在のフォーマルな法秩序を、 19世紀から20世紀初期にかけ
てヨーロッパから継受した。それより早期の法の移植はよく知られており、そ
の例としてヨーロッパにおけるローマ法の継受、アジア各地での中国法典の制
定、ラテンアメリカヘのスペイン法及びポルトガル法の移植が挙げられる。確

(27) このような議論はしばしば、日本を含むアジア諸国の訴訟率が比較的低いこと
を説明する際に援用される。日本の訴訟長期化に関する議論については、 Haley,
"The Myth of the Reluctant Litigant," 4  J. Jap. Stud. 366 (1978)を参照。これによれば、
文化的制約よりもむしろ制度的制約の方に原因があるとされる。また、 Ramseyer,
"The Cost of The Consensual Myth: Antitrust Enforcement and Institutional Barriers to 
Litigation in Japan," 94 Yale L.J. 604 (1985)とWest, "The Pricing of Derivative Action in 
Japan and the United States," 88 Nw. U. L. Rev. 1436 (1994)も参照。

(28) アジアにおける土着のインフォーマルな規範と西洋のフォーマルな法との不
調和については、 Jones, "Capitalism, Globalization and Rule of Law: A n  Alternative 
Trajectory of Legal Change in China," 3  Social &  Legal Studies 195 (1994)、Hamilton,
"Culture and Organization in Taiwan's Market Economy," (Robert W. Hefner ed., Market 
Cultures - Society and Morality in the N e w  Asian Capitalism 1998)、そしてKaufman-
Winn, "Relational Practices and the Marginalization of Law: Informal Financiall Practices 
of Small Businesses in Taiwan," 28 L a w  and Society Review 193 (1994)を参照。
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(30) 

かにWatsonが主張するように、法の移植は、法と同じくらい古い。しかし、
19世紀から20世紀初期にかけて起こった法の移植は、それ以前のあらゆる移植
に取って代るものであった。さらにそれ以後、法の借用や移植は活発に行われ
たにもかわらず、多くの国ではこの時期に継受した法システムの中心的な特徴
が今日まで維持されている。見境のない法システムの移植は、恐らくは、国民
国家の発展と同時に生じたヨーロッパにおける法システムの統合と形式化をも
たらした。戦争と侵略によるヨーロッパの影響の拡大が、アジア、アフリカ、
北アメリカ、さらにはラテンアメリカ諸国への法の移植を主としてもたらし
た。その一方で、非ヨーロッパ圏のいくつかの国は、自発的に法の移植をおこ
なった。
三つの法家族、すなわちイングランド系コモンロー、フランス系大陸法そし
てドイツ系大陸法が、ヨーロッパでのフォーマルな法秩序の統合と形式化の過
程において主導権を取った。イングランド系コモンローは数世紀をかけて進化
したが、フランス系大陸法やドイツ系大陸法とは対照的に、体系化や法典化が
行われることはなかった。判例法、つまり裁判所により確立された先例が、他
の事件に適用される法原則を決定した。コモンローの起源は、 1066年のノルマ
ン人によるイングランド征服に遡る。しかし、既存の慣習法に代わる確固とし

(29) 本稿では、 La Porta et al. (1998), supra n. 11で用いられている国家の標本と同じも
のを使用する。それにより、本稿の結果と La Porta等の結果とを比較することが可
能になる。

(30) Alan Watson, Legal Transplants: A n  Approach to Comparative L a w  (1974). しかし、法
の移植に伴う費用と便益については、意見の一致をみていない。例えばモンテス
キューは、 The Spirit of Laws (1977)において、外国法を他の社会に課すことは誤り
であると述べている。同書は、立法による社会慣行の変革の試みを専制であるとす
る（第 3章）。 20世紀に西洋諸国間で起きた法の移植の観点から、モンテスキュー
の見解に批判的な立場をとるものとして、 Kahn-Freund, "On Uses and Misuses of 
Comparative Law," 37 Mod. L. Rev. 1  (1974)を参照。これによれば、モンテスキュー
が示唆した文化ではなく政治が、外国の規範と国内の制度との相性を決定するとさ
れる。
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(31) 

た一体的な法原則が確立したのは、 15世紀終盤のことであった。 16世紀以降の
(32) 

法の公表と、 19世紀後半に完成した判例集の発展は、広くアクセス可能な一貫
した法体系の形成に寄与した。制定法は19世紀に重要性を獲得したけれども、
判例法は今なおイングランド法システムの顕著な特徴である。
ヨーロッパ大陸では、法典化は、イングランド系コモンローとはかなり異

なったフォーマルな法秩序をもたらした。フランスは1804年から 1811年の間
に、最初の国家による包括的な民法典、商法典そして刑法典に加え、民事手続
法典と刑事手続法典をそれぞれ公布した。フランスの（ナポレオン）法典は、
フランス革命前に用いられていた制定法を統合し、既存のビジネス慣行を体系
的で一般人にも理解しやすい言葉で法典化した。政治的には、法典化運動は、
新法を作成する上での、行政と司法に対する議会の優越を明らかにした。 19世
紀におけるもう一つの主要な法典化は、 1886年のドイツ民法典 (1900年施行）
である。同法典は、商事、刑事、民事手続及び刑事手続に関する諸法典はおろ
か、破産法よりも後にできた。ドイツにおける法典化は主に政治的理由のため
に19世紀末にまで持ち越され、 1871年の統一によりようやく法典化が開始され
(33) 

た。ドイツの諸法典は、そしてとりわけ民法典は、それより早い時期に起こっ
たフランスの法典化とは異なる。法学者はローマ法の諸原則に基づく一貰した
民法体系を編纂し、そのため高度に技術的な法典が書き上げられた。従って、
一般人には極めて理解しにくいものとなった。
今日の法家族の大半は、イングランド系コモンロー、フランス系大陸法また

(31) イングランド法システムの初期の発展経緯については、 Anthony Musson &  W.M. 
Omrod, The Evolution of English Justice; Law, Politics and Society in the Fourtheenth 
Century (1999)を参照。

(32) Ross, "The Commoning of the C o m m o n  Law: The Renaissance Debate over Printing 
English Law, 1520-1640," 146 U. Pa. L. Rev. 323 (1998). 

(33) 19世紀のドイツにおける私法の発展経緯については、 Dohlemeyer
in Helmut Coing, Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europaeischen 
Privatrechtsgeschichte, 111-2 (1982) pp. 1440-1552とGerhard Wesenberg &  Gunter 
Wesener, Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte 170-210 (1985)を参照。
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はドイツ系大陸法のいずれかに由来する。本稿では、イングランド、フランス
およびドイツを原産国と明示する。それは、それら 3 国のフォーマルな法秩序
は、若干の法の借用はあったものの、大部分は内生的に発展を遂げ、きわめて
特異な特徴を示しているからである。またこの 3 国のフォーマルな法秩序は、
他の国のモデルとなったからである。比較法学はまた、第 4 の法家族、すなわ
ちスカンデイナヴィア法家族を区別する。それは、フランス法家族やドイツ法
家族のように大規模な法典化を中心に構築されているわけではないし、イング
ランド系コモンローのように判例法体系を有しているわけでもない。しかし、
早い時期における既存のビジネス慣行の法典化の結果として、前述の法システ
ムとは異なる制定法に基づいた法システムが生み出されてきた。フィンランド
は、 12世紀から 1908年にロシアヘ割譲されるまでの間、スウェーデンの一部で
あった。またノルウェーは1814年までデンマークの一部であった。それにもか

(34) 

かわらず、本稿ではこれら 4 カ国すべてを原産国とする。デンマーク、ノル
ウェーそしてスウェーデンは、 19世紀中期以降、フォーマルな近代法を発展さ
せる上で緊密に協力し、それ以降のこれら諸国の発展を支えている。フィンラ
ンドは1808年から 1917年までの間、ロシアの統治下にあったけれども、 19世紀
を通じてスカンデイナヴィアの法的伝統に属しており、独立後もこの伝統を

(35) 

守った。
私達の標本では、アメリカ合衆国、オーストリアおよびスイスもまた原産国
である。その理由は、それらの国のフォーマルな法秩序の発展がきわめて独特

(34) Knapp, National Reports, International Encyclopedia of Comparative L a w  (Drobnig et 
al. (1972))の記述を参照せよ。デンマークについてはD-27頁を、スウェーデンにつ
いてはS-162頁を、そしてノルウェーについてはN-77頁を参照。

(35) Berkowitz, Pistor and Richard, op. cit. では、頑健性を検証するために、スウェーデ
ンとデンマークだけがスカンデイナヴィア法の原産国である場合の分類について分
析している。
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(36) 

なものであったからである。イングランド系コモンローは、植民地時代を通じ
てアメリカ合衆国の法システムに影響を与えたけれども、その後のアメリカ合

(37) 

衆国における法の発展は、イングランドの法システムとは著しく異なる。植民
地からの独立を果した新たな朴lはそれぞれ、イングランドのコモンローが新た

(38) 

な法秩序に占める量を決定した。さらに、制定法は合衆国憲法の創設以降、ま
(39) 

すます重要な役割を果たしている。オーストリアとスイスも原産国である。標
準的な分類によれば、両国はドイツ法家族に属する。オーストリア民法の基礎
を形成する法典である A G B G Bは、 1811年に成立した。それはドイツ民法典の
成立より 90年以上も前のことであった。オーストリア民法典がドイツ民法典の
発展に影響を与えたのであり、その逆ではなかった。スイスにおける大規模

(36) アメリカ合衆国を継受国と原産国のどちらに分類すべきかについては、議論の
余地がある。それというのも、アメリカ合衆国がイングランドからコモンローを継
受したことは紛れもない事実だからである。しかし、 Berkowitz, Pistor and Richard, 
op. cit. において私達は、第 3 章の統計結果が、アメリカ合衆国を原産国あるいは受
容力を有する継受国に分類する場合に頑健性を満たすことを示している。

(37) アメリカ法の特異性は、オーストラリア、カナダ、そしてニュージーランドに
おける法の発展経緯と比べることにより明白となろう。後の 3 国の法システムの方
が、イングランドのコモンロー・システムにはるかに近い。 1780年以降のアメリカ
法の特異な発展経緯については、 Morton J. Horwitz, The Transformation of American 
L a w  1780-1860 (1977)を参照。 Horwitz(l6頁）によれば、コモンローの機能に関する
認識において大変革が起きたとされる。つまり、アメリカの裁判官や立法者の間
で、コモンローを変更不能で拘束力の強い一連の法原則であるとする見方が薄れて
いき、それに代ってコモンローを社会変革の道具であるとする見方が台頭してきた
という。

(38) Posner, "Creating a  Legal Framework for Economic Development," 13 The World Bank 
Research Observer 1  (1998)とそこで列挙されている文献を参照。他の植民地につい
ても独立時に、これに似た経緯を辿った。しかし、それはずっと後のことであり、
しかもこの場合は既存のフォーマルな法秩序への影響はほとんど見られなかった。

(39) この点は、たとえば両国における破産法の発展の仕方によく現れている。両国
の破産法は、時間の経過とともに分かれていった。 Franks and Sussman "Financial 
Innovations and Corporate Insolvency," mimeo (1999)は、その原因を、法の作成や革新
に関するパターンの相違に求めている。
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な法典化 (1881年債務法と 1907年民法典）は、 ドイツでの法典化の後に起こっ
た。しかしスイスの法典化は、 ドイツの法典化と同程度までにはローマ法を取
り入れたわけではなく、また様式や構成の点でもドイツ法典とはかなり異な
る。表 lでは、私達の標本における 10の原産国をリストにし、これらの法シス
テムが形式化された時期を記載している。その他の国（や後に独立国となった
領域）はすべて、フォーマルな法秩序を、自発的であろうとなかろうと、これ
ら10の原産国から継受した。本稿では、こうした国を「継受国」と呼ぶ。
表2aは、 La Porta et al. (1998) の結論、つまり法家族は書物上の法に関する

相違を表すとの見解を要約したものである。株主の権利と債権者の権利は、
La Porta et al. (1998) で用いられた累積指標(cumulative indices)である。これら
は、制定法における株主や債権者の権利の保護の程度を表す。表2 A上部の法
家族ごとの平均(categorical means)は、次のことを示している。つまり株主や債
権者の権利の保護は、イングランド法家族で最も高く、フランス法家族で最も
低い。そしてドイツ法家族とスカンデイナヴィア法家族はその中間に位置す
る。表2 A下部は、株主と債権者の権利に関する法家族間の平均差を表してい
る。各セルの括弧内の数値はp値である。 p値は、法家族間の平均差は無視し
うるという帰無仮説が誤って棄却される確率を測定する。標準的な統計学の方
法に則れば、 p値が.10以上であれば帰無仮説を棄却しない。 p値は、イングラ
ンド法家族と 3つの大陸法家族の間の平均差が、統計学的に重要であることを

(40) 

示している。このことから法家族は、標本中の異なった国々の書物上の法の質
についての有益な指標となる。
移植過程を類型化するにあたり、ヨーロッパ法が移植された当時、継受国に
は法秩序が存在しており、多くの国では、少なくとも法システムの一部は形式

(41) 

化されていたことを指摘しておく。法秩序はあらゆる社会の所有物である。規

(40) La Porta et al. (1998) supra n. 11は、株主と債権者の権利に関するすべての指標を
分析した上で、フランス法家族が最も投資家の保護が弱いという結論に達してい
る。

(41) See Coleman, supra n. 23. 
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範のなかには形式化されるもの、つまり成文化されたルールもあれば、慣習や
慣行に基礎を置くインフォーマルなものもある。今日、ほとんどの社会は、イ

(42) 

ンフォーマルな法システムとフォーマルな法システムの両方を有する。 19世紀
にヨーロッパ法を継受した社会の多くは、フォーマルな法秩序に親和性をもっ
ていた。成文法は、ヒンドゥー法、イスラム法そして中国法において長い伝統

を有した。しかしこうした成文法は、内容と様式において、近代ヨーロッパ
の法典とは大きく異なる。例えばHookerは、道徳の諸問題と法規範はより緊密

に紡ぎ合わされ曖昧であり、用語を明確に性格付けてはいないことを示して
(43) 

いる。他方で、法典や判例法に具体化された主として国家により強制される
フォーマルな法秩序を有しない社会もあった。そうした社会は、インフォーマ

ルな法秩序、すなわち評判効果や相互監視などの社会的制裁によって強制され
(44) 

る法秩序により、統治されていた。社会規範や強制のメカニズムは、社会ごと
(45) 

に著しく異なっていた。既存の法秩序は概して、移植が完了した後も残存し

(42) フォーマルな規範とインフォーマルな規範の関係については、 Knight, "The 
Bases of Cooperation: Social Norms and the Rule of Law," 154 J. Inst. &  Theor. Econ. 754 
(1998)を参照せよ。同論文は、フォーマルな法が社会規範の発展に対して正の効果
を及ぼす可能性があることを示唆している。特に途上国における複数の規範システ
ム相互の関係については、「法の多元性」という題の下に分析されている。 Merry,
"Legal Pluralism," 22 L a w  and Society Review 867 (1988)を参照。この論考への批判
として、 Tamanaha, "The Folly of the'Social Scientific'Concept of Legal Pluralism," 20 
J.L. &  Society 192 (1993)を参照せよ。また、アメリカ合衆国におけるインフォーマ
ルな法秩序の重要性に関する文献も数多く存在する。たとえば、ウィスコンシン
の事業家が紛争解決のためにどれほど法的メカニズム以外のものに依拠している
かを記したMacaulay, "Non-Contractual Relations in Business: A  Preliminary Study," Am. 
Soc. Rev. 55 (1962)、一定の条件の下ではインフォーマルな規範の方がフォーマル
な規範よりも有効となりうることを論じたRobert C. Ellickson, Order Without L a w  -
H o w  Neighbors Settle Disputes (1991)、そしてダイアモンド取引所を規律する規範秩
序について分析したBernstein, "Opting out of the Legal System: Extralegal Contractual 
Relations in the Diamond Industry," 21 J. Legal Stud. 115 (1992)を参照せよ。

(43) M.B. Hooker, Legal Pluralism - A n  Introduction to Colonial and Neo-colonial Laws 
(1975). 
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た。これはある程度まで意図された結果でもあり、例えば移植されたヨーロッ
パ法はヨーロッパ人にのみ適用され、現地の人々は土着の慣習により統治され
続けることもあった。これは特にオランダの植民地に言えることであった。他
の事例では、刑事法と行政法は現地の人々へも適用されたが、親族・相続そし
て商事に関する事項については現地の法が支配力を持った。これは多くのイン
グランドの植民地での慣行であったけれども、時間の経過とともにコモンロー

(46) 

裁判所の管轄権の拡大がしばしば見られた。継受法がそれほど明確に適用範囲
を限定しておらず、そのため原則としてそれをあらゆる法分野のあらゆる事項
に適用しえた場合でさえ、政府機関は常に移植されたフォーマルな法秩序を現
地の人々に強制したわけではなかった。
私達は植民地時代以前の法秩序の有効性に関するデータを持ち合わせていな
いため、各国が西洋から法秩序を継受しなかった場合に有効な法秩序を内生的
に発展させるための各国の能力については推測するしかない。しかし、私達の
データから次の点を判断することは可能である。つまり外国法の移植は、こう
した国が自国のリーガリティを原産国と同程度にまで引上げる助けとなってい

(44) 文化人類学のフィールドワークに基づく紛争解決制度の調査として、 Katherine
S. Newman, L a w  and Economic Organization: A  Comparative Study of Preindustrial 
Societies (1983)を参照。また、ヨーロッパ史の初期に見られる類似のメカニズム
については、 Milgrom, North et al., "The Role of Institutions in the Revival of Trade: 
The L a w  Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs," 2  Econ. &  Pol. 1  (1990)と
Greif, "Reputation and Coalitions in Medieval Trade; Evidence on the Maghribi Traders," 
59 Journal of Economic History 857 (1989)を参照せよ。国家が存在しない場合の強
制メカニズムの理論分析として、 Kronman, "Contract L a w  and the State of Nature," 1  
Journal of Law, Economics, &  Organization 5  (1985)を参照。

(45) 植民地時代以前の東南アジアにおける法の複雑性と多様性については、 Hooker,
supra n. 43を参照。

(46) アフリカの植民地についてはAlan Katz, Legal Traditions and Systems -A n  
International Handbook (1986)の頁以下を、アジアの植民地については同書125頁以下
を参照。ま t'-、 Knapp supra n. 34のザンビア、ン／バブエ、ケニアおよびナイジェ
リアに関する各記述も参照。
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るか、それとも障害となっているかという点である。法律学研究者はこれま
で、書物上のフォーマルな法と現実の法との間に乖離が存在することを観察し
てきた。このような乖離は原産国にも存在する。しかし、継受国においては、
書物上の法と現実の法との間により大きな乖離が存在することが観察できるで
あろうことが予測される。この推論の論理的根拠は、法は本来「認識に基づく

(47) 
制度」であるという発想に基づく。これはインフォーマルな法秩序に関しては
自明である。インフォーマルな法を遵守するには、社会集団の慣行と習慣に関
する知識が必要である。フォーマルな法秩序では、成文化が重要な要素となる
ため、次の事実を覆い隠す傾向がある。それは、フォーマルな規範の有効性も
また、社会の成員によるこうした規範とその根底にある価値観の認識や理解に
依拠しているという事実である。社会の成員の多くは個々の規範や規則の詳細
に親しみをもっているわけではないだろうし、実際にその必要性もないかも知

(48) 

れないけれども、彼らは法秩序の基本的な理念には親しみをもっている。また
彼らは、法の媒介者として法律専門家を頼ることができる。法律専門家は、
フォーマルな法秩序に関してよりよい知識をもっている。しかし法律専門家が
ある特定の規範を適用する場合でさえ、彼らはその規範の字面だけでなく、そ
の背後にある理念、それが依拠している価値判断、そして法秩序全体における
その位置付けをも把握していなければならない。「盗むべからず！」といった
一見明確に思われる法でさえ、実際の事件に適用される際には多くの解釈上の
問題を生じる。共同のため池から水を引く行為や、牧草地に過度に放牧する行
為はどうであろう？後で戻すつもりで何かを持ち去る行為や所有者によって
（外見上）廃棄されたものを持ち去る行為はどうであろう？このように同一の

(47) Robert Charles Means, Underdevelopment and the Development of L a w  44 (1980). 同書
には、「現代法の複雑性と知的自律性 (intellectual autonomy) が、専門化しかつ比
較的系統だった認識の制度に対する需要を創出する」という記述がある (45頁）。

(48) 西洋法システムにおける法律家の「取引費用エンジニア」としての役割につい
ては、 Gilson, "Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing," 94 
Yale L.J. 239 (1985)を参照せよ。
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規範が、適用を委ねられた者によって様々に解釈され、そして彼らのそのルー
ルの根底にある価値観の理解に影響を受けるであろう。このことは一つの法シ
ステムにおいてさえ妥当する。そうでなければ、国家は審級制度や法の統一的
解釈と適用を保証する最高裁判所を必要としないであろう。
継受国が原産国から継受した規範を適用する場合、継受国は実際上、外国の
社会経済秩序の中で発展を遂げた規範を現地の環境に適用している。このこと
から私達は、法規範の解釈が原産国よりも継受国において相違が激しいと予想
できるであろう。共同財産の盗難を禁じた単純な規範を適用する場合が、その
適例である。他の例は以下の通りである。

• 契約自由の原則の、血族関係や「人的芙系（人脈）」によって統治された
社会での強制。人的芙系とは、相互依存に関する規範、より一般に感情を

(49) 

意味する中国語である。

(50) 

めに、企業家は自己のビジネスを国家に登録することを妨げた。
・19世紀中頃のコロンビアでの法人形態の導入。当時のコロンビアでは、少
数の国営企業、圧倒的な農業生産、そして民間資本の形成を妨げる国家政

(51) 

策が影響力を有していた。
これらの例のいずれにおいても、継受法はうまく機能しなかった。たとえ

ば20世紀初頭の中国では、しばしば同族会社に有限責任会社という名称が付け
られたが、実際には法人格を持たない同族所有の会社であった。 Kirbyによれ
ば、有限公司（有限責任会社）という名称をどのような会社にでも付けること
が流行であり現代的であった。しかし政府への登録は、 1916年から 1928年にか

(49) Hamilton, supra n. 27. 
(50) Kirby, "China Unincorporated: Company L a w  and Business Enterprise in Twentieth-
Century China," 54 The Journal of Asian Studies 43 (1995). このような見解の詳細につい
ては、 Bowen &  Rose, "On the Absence of Privately Owned, Publicly Traded Corporations 
in China: The Kirby Puzzle," 57 Journal of Asian Studies 442 (1998)も参照。
(51) Compare Means, supra n. 47. 
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(52) 

けての中央政府がきわめて弱体化していた時期でさえ、不人気であった。法人
格が使用された場合でも、外部からの資金獲得は不十分であった。その理由
は、血族ネットワークが最も重要な資金源を提供したからである。血族関係の
ネットワークが義務の遵守も担保した。またコロンビアでは、会社法の導入に
よって会社の設立や既存のパートナーシップの法人化を導くことはなかった。

(53) 

実際に、会社法の存在が広く知られていなかったことを示す証拠がある。
フォーマルな法秩序の背景的特性は、継受国における法秩序の有効性（リー

ガリティ）についての重要な影響を与える。特定の法規範や法制度の意義が明
らかでない場合、それらは適用されないか、あるいは原産国で誕生した際に当
該規範が有していた意図と異なるやり方で適用されることになる。そしてこう
した事実は、それらを適用する諸制度への認識と信頼性に影響を与えるため、
さらにはこうした諸制度への将来的な需要に影響を及ぼす。しかし、継受国が
現地の環境に配慮しながら原産国の法を採用する場合には、こうした規範の意
義はより鮮明になり、こうした規範を強制する裁判所や検察官や反トラスト当
局といった諸制度をより純粋に発展させることができる。これには二つの理由
があると私達は推測する。第 1に、法が現地のニーズに適合する場合、人々は
法を利用し、フォーマルな法秩序を強制し発展させるための諸資源の分配を求
めるだろう。第 2 に、フォーマルな法秩序の強制と発展に責任を負う法の媒介
者は、フォーマルな法が広範囲にわたって既存の秩序と矛盾せず需要に適合す
る場合には、より効果的な存在となることができると推測できる。
私達の主張の核心は、次の点である。リーガリティは、移植されたフォーマ
ルな法秩序に意味を与え、それを自国の社会経済環境の中で適用するその国の
能力によって決定される。フォーマルな法秩序を内生的に発展させた国、すな
わち原産国は、それを他の国から継受した国に比べ、より有効な法制度を発展
させるに違いない。しかし、継受法が既存の秩序とそれなりに相性が良く、そ

(52) Kirby, supra n. 50, at p. 50. 
(53) See Means, supra n. 47, at 139. 
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れが法の移植が行なわれたという事実を相殺しうる諸事例もあるかも知れな
い。こうした可能性を、本稿では継受国の分類に反映させている。

4  受容力を有する継受国と受容力を有さない継受国

法移植の形態は国ごとに異なる。占領期に押し付けられた場合もあれば、継
受国による自発的な改革過程の一環であった場合もある。受容力を、継受した
法に意味を与える国家の能力と定義するならば、移植過程の相違は、継受国の
受容力に影響を与える可能性がある。前章で展開した理論的考察に基づき、継
受国の受容力に関するプロキシを創出する。つまり、継受国が外国法を現地の
環境に適応させているか、または継受国が継受された法秩序に親和性を持って
いるかというプロキシである。
私達の主張は、自発的な移植は、外国のフォーマルな法秩序を、既存の環

境、特に既存のフォーマルな法秩序とインフォーマルな法秩序に適応させるこ
とで、当該継受国の受容力を増大させるということにある。移植された規範や
法制度の変更は、こうした規範の適切性が検討され、国内の法慣行やその他既
存の環境を考慮に入れるために修正が施されたことを示す。例えばMeansは、
コロンビアが自発的だがほとんど盲目的にスペインの1829年商事法を移植した

(34) 

と記している。いくつかの変更は、ビジネスの実務における影響を無視して行
われた。例えば、会社設立に際し国家の認可を要求する規定は当時のヨーロッ
パでは依然として一般的であったが、法典から除かれた。年月が経過した後、
今度はチリ法をモデルとして法改正が行なわれた際には、国家の認可はすでに
他の多くの国では自由化されていたにもかかわらず、それが必須とされた。適
応のために、継受法の大幅な変更が必ずしも要求されるわけではない。しかし
少なくとも、情報に基づいた代替的な規範の選択は行われなければならない。

(54) Means, supra n. 47, Table 2  at p. 160を参照。 1853年に制定されたコロンビア商法
典の全条文1110のうち、 995の条文が変更を加えられることなくスペイン法から写
し取られた。
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外国の法システムの採用に先立つ大規模な比較調査は、情報に基づく選択が行
われたことを示唆する。その好例は日本であり、主としてドイツ法に基づいた
法典の発布に先行して、イングランド法とフランス法の何れを採用するかにつ
いて広範な議論がなされ、フランス法をモデルとしたいくつかの草案が作られ
た。
継受国が受容力を有するかを判断するためのもう一つの指標は、当該国が法
を継受する際にモデルとした法システムに親和性を持っていることである。共
通の法制史を有する国は、移植された法の諸概念に親和性を持っているので、
そのために大規模な適応を行う理由も、親和性のない法システムを選択する理
由もほとんどないであろう。しかし、遥か昔に共通の起源を有していたという
だけでは十分でない。ヨーロッパのほとんどの国の法制史は、ローマ帝国にま
でさかのぼることができる。しかしローマ法の諸要素を慣習法に結合させた法
律実務を何世紀にもわたり組み入れながら、ローマ法を基礎とした全く異なる
諸法システムが発展した。ヨーロッパの全ての国が、同様の経験を共有してい
るわけではない。たとえばスペインでは、 13世紀にはすでにローマ法を法典化
しており、勅令によってこれを定期的に補充した。しかしスペインは、現代の
会社を生み出す法原則を発展させることも、また所有権の（政治的）承認に基
づく精巧な財産権システムを発展させることもなかった。これは次のことをも
示唆する。 16世紀にスペイン法を継受したラテンアメリカはローマの法的遺産
に強く影響されたが、私法の発展を受け継がなかった。なぜなら、私法は19世
紀になってヨーロッパのフォーマルな法秩序の中核となったからである。同様
にギリシアも、その法システムの起源をローマ法にまで遡ることができる。事
実、ユスティニアヌス帝の御代にローマ古典期の法律家の著書を編纂する形で
作成されたローマ法大全は、ローマの法的遺産の基盤であるが、それは東ロー

(55) 
マ帝国における創造物である。しかし、ギリシアがトルコからの独立後の1821
年に制定したビザンチン法は、後に移植された現代フランス法や特にドイツ民

(55) Peter Stein, Roman L a w  in European History (1999). 
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法典とは、何れもローマ法を基礎としているにもかかわらず、内容と様式の点

で大きく異なっていた。最後に、韓国と日本の法は古くから中国法の影響を受

けて発展した。しかし日本が自国の法を韓国に移植した際、それは日本がドイ
(56) 

ツから移植した新しい法であった。遠い昔の法的遺産とそれより新しい共通の

法制史を区別する明確な基準は存在しない。法は認識の制度であるという私達

の主張からは、外国法が移植された時点で、共通の法制史を法実務の中におい

て認識できなければならないことになる。

以上の分析から、継受国が原産国に親和性を持っている場合や、フォーマル

な法秩序を有意義な適応措置とともに移植する場合に、受容力のある移植が実

現すると、私達は推測する。

場合によっては、植民地化によって外国法を押し付けられた諸国の中にあっ

ても、受容力を有する継受国へ分類できる場合がある。既に触れたように、オ

ランダの植民地では、オランダ法は主に本国から移ってきた植民地支配層の

人々に対して適用された。コモンローは初期の植民地へは段階的に導入され

た。東インド会社はインド亜大陸に最初の裁判所を創設し、そこではコモン

ローが適用された。コモンローがイングランド人のみに適用されるのか、それ

とも現地の人々へも適用されるのかについては、何十年も明らかではなかっ

た。 19世紀中頃に英国政府が東インド会社から統治権限を引き継いだ時になっ
て初めて、すべての人々に対するコモンローの管轄権が確立された。裁判制度

が創設され、枢密院が最高裁判所として上訴を扱うこととなった。コモンロー

を他の大英帝国領に移植する目的のために、コモンローは法典化され、インド

亜大陸や後に他の地域にコモンローを移植することを飛躍的に加速させた。コ

(56) 日本による統治期およびそれ以前の韓国法制史については、 Pyuong-choon
Hahm, Korea's Initial Encounter with the Western L a w  1866-1910、id., Korea's Initial 
Encounter with the Western Law, 1910-1948、そしてSang Hyun Song, ed., Korean L a w  
in the Global Economy 47 (1996)を参照せよ。第 2次世界大戦後の状況については、
Dae-Kyu Yoon, L a w  and Political Authority in South Korea, (1990)を参照。日本によ
る統治期に行われた台湾でのフォーマルな法の継受については、 Tay-sheng Wang, 
Legal Reform in Taiwan Under Japanese Colonial Rule (1895-1945) (1997)を参照。
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モンローの他の諸国への導入はより迅速に行われた。ケニアやジンバブエは19
世紀末にようやく植民地化された。それらの国では、ある時点のイングランド
で効力を有する法を定められた日時から適用する旨を規定する法令 (decree)

によって、イングランド法が継受された。しかし、例えば家督相続等の一定の
(57) 

事項については時々例外が認められた。同様の原則は、フランス法をフランス
植民地へと強制する場合にも用いられた。
全く別の態様の移植が行われた植民地も存在した。大英帝国は「入植型」植

(58) 

民地と「征服型」植民地を区別していた。入植型植民地は、北アメリカのイン
デイアン、オーストラリアのアボリジニ、ニュージーランドのマオリのような
先住民の存在にもかかわらず、不毛の地であるとみなされた。こうした地域は
ヨーロッパ人の集団移住先に指定され、実際に大量のヨーロッパ人の流入を経
験した。移住者は暴力や祠済資源の管理を利用することによって、先住民の権
力を剥奪した。イングランド法は移住者を通して、これら地域に移植された。
最初の入植者は法を携えてやってきた。イングランド法の適用可能性に疑問や
争いがあり、イングランド君主の承認による確認がなされた場合もあった。し
かし、私達の目的にとって重要なのは次の点である。入植型植民地の場合、
ヨーロッパ法は全く異なる法秩序に親しんだ人々に課されたのではなくて、植

(59) 

民地法秩序の基本原則に親和性をもつ人々に適用された点にある。したがって

(57) See references supra n. 46. 
(58) Acemoglu et al., supra n. 22は、死亡率の異なる複数の植民地に着目することによ
り、制度の発展に必要な初期条件に関する彼らの研究の基礎を、本稿と類似する分
類方法に置いている。

(59) こうした植民地が入植者によって持ち込まれた法秩序の恩恵を多分に受けて
いることについては、既にA d a m Smithによって指摘されている。 A d a m Smith, The 
Wealth of Nations (1976) Book IV, chapter 7を参照。入植型植民地における法の移植過
程は、それより早い時期にスペイン帝国によって植民地化されていたラテンアメ
リカにおける移植過程とは著しい相違を見せた。ラテンアメリカでは人数におい
て、先住民と奴隷がスペイン人を上回っていたからである。 S.E. Finer, The History 
of Government From the Earliest Times, 3  vols. (1997) pp. 1394は、こうした植民地間の
相違が地理的相違だけではなく、時期的相違をも物語っているとする。
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入植過程次第で、受容力を有する継受国に分類できる植民地もある。なぜなら
その人口の重要部分は、移植された法典に親しみをもっていたからである。
受容力の判断基準として適応と親和性を用いれば、受容力を有する継受国
として 11カ国、受容力を有さない継受国として28カ国が、それぞれ私達のデー
タ・ベースに含まれる。表 3 は、それぞれの継受国の特徴を表にまとめたもの
である。それには、移植の時期、移植過程において適応や親和性が確認される
か否か、そして移植の類型が記されている。表 4 は私達が扱う継受国を、受容
力を有するものと有さないものに分類した上で、それぞれの継受国について、
法を移植した主要な時期、移植過程の分類のために用いた重要な歴史情報の要

(60) 

約、そしてそれぞれの国が属する法家族を表にしたものである。
表2Aと2Bは、原産国・継受国という分類と法家族による分類との有益な比
較を提示している。既に触れたように、法家族は書物上の法の質についての優
れた指標である。それに対し表2Bは、原産国と継受国の分類が、書物上の法
の質についてほとんど何も説明できないことを示している。ありうる 8 通りの
組合せのすべてにおいて、 2つの類型間に統計上有意な差異は何ら存在しな
い。法家族は書物上の法に関する優れた指標であるとしても、リーガリティの
指標としては、原産国と継受国の分類の方が法家族による分類よりもはるかに
強力であることを、私達は以下で示す。

5  リーガリティと移植作用

この章では、法が移植される経緯の方が特定の法家族の供給よりも、リーガ
リティを決定する上で重要な要因であるという私達の仮説を検証する。リーガ

(60) 対をなす論文の第 4 章において私達は、メキシコの分類については、全く受容
力を有さない継受国から受容力を半分だけ有する継受国に変更すべき根拠がありう
ることを指摘している。また、ポルトガルとスペインの法典についても、同様の指
摘を行っている。同論文では、このように分類した場合でも、私達の統計結果が頑
健であることを示している。
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リティを計測するために、 1980年から 1995年にかけて観察された、司法制度の
効率性、法の支配、汚職の不存在、契約破棄のリスクの低さ、そして政府によ

(61) 

る収用のリスクの低さを計測した調査データを用いる。 1994年の 1人当たりの
G N P対数値を、その国の経済発展のプロキシとする。付録表 lはリーガリティ
と経済発展に関するデータとを表にしたものであり、付録表 2 は記述統計量を
表にしたものである。リーガリティに関するプロキシは 0から 10までの指数で
表されており、指数が高いほどリーガリティが高いことを意味する。リーガリ

ティに関するプロキシ同士は、すべて高い相関関係にある。例えば法の支配に

おいて平均を上回る国は、汚職の不存在においても平均を上回る傾向にある。

収用のリスクの高い国では、契約破棄のリスクも高くなる傾向にある。そのた

め、これら 5つのリーガリティに関するプロキシを連結して、リーガリティの
尺度とすることは便宜に適う。つまりそれは、裁判所の有効性、法の支配、汚

職の不存在、契約破棄のリスクの低さ、そして政府による収用のリスクの低さ
(62) 

の加重和となる。

L E G A Lはリーガリティを、下付文字は国番号 (i =  l, …， 49) を表すことに
する。私達は、次のような制約のない回帰式を推定する。

(1) LEGALi= a +  fJ 1RECEPi十凡U N R E C E P寸凡F R E N C H寸fJ4GERMANi+ fJ s  
S C A N D寸釦O E C D寸U
ある国が受容力を有する（受容力を有さない）継受国である場合にはRECEP

(61) このデータは、カントリーリスク・アセスメントに基づくものである。このよ
うなアセスメントを最初に試みたのは、 Knack &  Keefer, "Institutions and Economic 
Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures," 7  Econ. &  
Pol. 207 (1994)であり、今日では法制度の有効性や「リーガリティ」を評価する際
に広く利用されている。前掲注(11)のLa Porta等による一連の研究を参照。
(62) リーガリティの測定は、 5つのリーガリティ変数の共分散行列の主成分分析か
ら導き出される。第 1の構成要素が84.6% の変動を説明するので、私達はその固有
ベクトルを以下の通り加重値として用いる。リーガリティ =.381* ( 司法制度の効率
性） +  .5778*(法の支配） +  .5031 * ( 汚職の不存在） +  .3468*(収用のリスク） +  .3842*(契
約破棄のリスク）。詳細については、 Berkowitz, Pistor and Richard, op. cit. 及びこの集
計化手続きに関するシステムの検証を参照。
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(UNRECEP) は 1であり、そうでなければ 0 となる。推定された回帰係数
肛は、原産国との比較において、受容力を有する継受国であることがリーガ
リティヘ与える影響を測定する。凡は、原産国との比較において、受容力を
有さない継受国であることがリーガリティヘ与える影響を測定する。ある国
がフランス法家族に属している場合にはF R E N C Hは 1 となり、そうでなけれ
ば0 となる。ある国がドイツ法家族に属している場合にはG E R M A Nは 1 とな
り、そうでなければ 0 となる。ある国がスカンデイナヴィア法家族に属してい
る場合にはS C A N Dは 1 となり、そうでなければ 0 となる。推定された回帰係
数化、凡及びかはそれぞれ、イングランド法家族との比較において、フラン
ス、 ドイツそしてスカンデイナヴィア法家族に属していることがリーガリティ

へ与える影響を測定する。移植過程と法家族に関する諸変数の定義から、定数
項 a はイングランド法家族の原産国のリーガリティの平均値ということにな
る。

標本には、 22のO E C D加盟国が含まれている。そのうちの20カ国について
は、リーガリティ指数が標本におけるリーガリティの中央値を上回っている。

また、 22のO E C D加盟国のうち20カ国については、 1人当たりのG N P指数が標
本における 1人当たりのG N Pの中央値を上回っている。 O E C D加盟国であるこ
とがリーガリティヘ与える潜在的影響を解明するために、私達は回帰方程式に

(63) 

おいてその影響かを推定する。
制約のない回帰式（方程式 1) において推定された回帰係数の数は、標本数
49カ国よりも多い。そのためこの方程式における推定には、ごくわずかながら
リーガリティヘ影響を与える数多くの係数が含まれているとしても、驚くには
あたらない。私達は、 Hendry (2000)において示された標準的な手法を用いて、
有意ではない回帰係数を逐次除去していく。表 5 の左側には、リーガリティに
関する制約つきの回帰式の結果をまとめてある。各セルには推定された回帰係
数が記載されており、丸括弧内の数値は標準誤差を表している。

(63) このようなOECD加盟国であることが与える影響を考慮しようがしまいが、結
果に重要な影響を及ぼすことはない。
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このリーガリティに関する制約つきの回帰式のあてはまりの程度は強い印象
を与える。なぜなら、決定係数R 勺こついて、 .742という値が得られるからで
(64) 

ある。受容力を有する継受国、 ドイツ法家族及びスカンデイナヴィア法家族の
3変数が排除される。受容力を有さない継受国、フランス法家族及びO E C D加
盟国の各変数は全て、 1パーセント台で有意である。これらの制約を排除すべ
きかを検証するために、私達は次のような帰無仮説を検証する。それは、これ
らの変数がリーガリティヘ与える全体的影響は無視しうるという帰無仮説であ
る。その F 検定統計量のP値（表 5下部の左側の欄に記載）は、この帰無仮説
が誤って棄却される確率を意味するが、この値は.734である。このP値は棄却
限界値.10を上回っているため、私達はこの帰無仮説を棄却しない。これらの
変数の排除は 2 つの重要な示唆を与える。第 1 に、受容力を伴う形での法の移
植政策は有効である。その理由は、そのような形での法の移植がリーガリティ
へ与える影響と、原産国であることがリーガリティヘ与える影響とを区別する
ことができないためである。第 2 に、イングランド法家族、 ドイツ法家族そし
てスカンデイナヴィア法家族の間には、有意な差異は何ら存在しない。
リーガリティの推定値は、移植過程と法家族についての重要な示唆をいくつ

か含んでいる。受容力を伴わない移植とフランス法の移植はともに、リーガリ
ティヘ負の影響を与え、受容力を伴わない移植が与える負の影響の方がわず
かに大きい。特に受容力を伴わない移植は、リーガリティについて標準偏差
を70パーセント低下させる。それに対して、フランス法の移植は、標準偏差を
48パーセント低下させる。第 2 に、受容力を有する継受国、イングランド法家
族、 ドイツ法家族及びスカンデイナヴィア法家族の諸変数はいずれもゼロに設
定されている。そのため、受容力を有さない継受国の変数は、イングランド法
またはドイツ法のいずれかを継受した受容力を有する継受国と受容力を有さな

(65) 
い継受国との差異を示すことになる。また、受容力を有さない継受国の係数と

(64) この統計は、回帰結果がリーガリティに関する分散の74.2%を説明していること
を示している。
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フランス法家族の係数を足し合わせた値は、イングランド法またはドイツ法の
いずれかを継受した受容力を有する継受国とフランス法を継受した受容力を有
さない継受国との差異を示すことになる。ご覧の通り、フランス法を継受した
受容力を有さない継受国の方が、 ドイツ法またはイングランド法のいずれかを
継受した受容力を有さない継受国よりもかなり芳しくない。第 3 に、 O E C D加
盟国であることがリーガリティヘ与える絶対的影響は、フランス法家族や受容
力を有さない継受国の各係数が与える影響を上回っている。受容力を有さない
継受国がO E C D加盟国ではない場合には、かなり芳しくないということが示唆
されている。そして考えられうる最悪の結果は、受容力を有さない継受国が、
フランス法を継受しておりかつO E C D加盟国ではない場合である。これに該当
するのは、フィリピン、インドネシア、ペルー、スリランカ及びコロンビアで
あり、これらの国は全てリーガリティ指標上、最下位の五分位数に位置づけら
れる。最後に、法家族だけではリーガリティにおける各国間の相違を十分に
説明することはできない。表 5の検定統計量の欄では、法家族のみがリーガ
リティ方程式に含まれるという帰無仮説についてのF検定統計量を提示してい
る。この帰無仮説は完全に棄却される (P値は0.000である）。
このような結果への考えられうる批判は、使用されているリーガリティに関
するデータが1980年から95年にかけてのものであり、他の時期には妥当しない
のではないかというものである。そのため、こうした結果が別のリーガリティ
指標について頑健性を有しているのかを検証する。使用するリーガリティ指
標はKaufmann, Kraay and Zoido-Lobatonにより編集された 3つのリーガリティ
に関するプロキシから成り、 1997年から98年までの時期を対象とするものであ

(65) スカンディナヴィア法を継受した国は存在しない。しかし、頑健性を検証し
ている表5.2では、フィンランドとノルウェーを受容力を有する継受国に分類して
いる。
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(66) 

る。表 5 の右側の欄に、その推定値と検定統計量が記されている。この場合に
もモデルのあてはまりの程度は強い印象を与える (R2 =  0.612) が、元の推定
値よりは低い。
この検定統計量はリーガリティについて次のことを示している。つまり、受

容力を有する継受国、 ドイツ法家族及びスカンデイナヴィア法家族の諸変数に
ついては排除しうるということ、そしてこの場合にも法家族だけでは十分に説
明することができないということである。受容力を有さない継受国のダミー変
数と O E C D加盟国のダミー変数はいずれも、 1パーセント台で有意である。そ
れに対して、フランス法家族の有意性は 7パーセント台まで低下する。移植
過程と法家族が元のリーガリティ指標へ与える影響と別のリーガリティ指標
(1997-98) へ与える影響を比較するには、それらが各リーガリティ指標にお
いて標準偏差へ与える影響を比較することが有益である。受容力を有さない継
受国は、リーガリティ指標 (1980-95) では標準偏差を70パーセント低下させ
るのに対して、リーガリティ指標 (1997-98) では87パーセント低下させる。
フランス法家族は、リーガリティ指標 (1980-95) では48パーセント低下させ
るのに対して、リーガリティ指標 (1997-98) では35パーセント低下させる。
したがって、フランス法の移植と比較した場合の受容力を伴わない移植が与え
る影響は、リーガリティ指標 (1997-98) においてより強力となる。

6  経済発展、法家族そして移植作用

この章では、移植過程と法家族が経済発展 (1 人当たりのGNP) へ与える
影響を検証する。ある国のリーガリティの水準を考慮に入れた上で法の移植過
程と経済発展との間に直接的な関係が存在するならば、うまく設計された法改

(66) Aggregating Governance Indicators (1999): Worldbank Policy Regional Paper #2195 
(1999). ここで再び主成分分析を行う。 95.9%の全変動を説明する第 1の構成要素
は、リーガリティ指標(1997-98) で示され、 .577*(政府の有効性）+.576*(法の支
配）+.579*(汚職の統制）で与えられる。
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革が即座に 1人当たりのG N Pへ正の影響を与えるという主張を支える根拠と
なる。しかし、法の移植過程が経済発展へ与える影響が主にリーガリティヘの
影響を介しての間接的なものであるならば、有効な法改革はまずリーガリティ
を改善し、ある程度の時間が経過した後に経済発展が達成されることになろ
う。同様に特定の法家族の移植が与える影響についても、即時的な直接的影響
とリーガリティヘの影響を介しての間接的影響とを区別する必要がある。法家
族が 1人当たりのG N Pへ直接的影響を与えるならば、政策決定者は最良の法
家族を選択することにより、直ちに 1人当たりのG N Pにおける利益の享受を
期待できるであろう。
こうした諸点を分析するために、私達は次のような制約のない回帰式を推定

する。

(2) LnGi= b  +  y  1RECEPi+ y  2 U N R E C E P i +  y  3 F R E N C H i +  y  4 G E R M A N 1  
＋ぃSCANDi+ y  60ECDi+ y  7LEGALi+u 
LnGiは、ある国における 1994年の 1 人当たりのG N Pの対数値を表している。
ここでも標準的な統計手法を用いて、無視しうる回帰係数を排除する。表 6 の
左側の欄には、 1人当たりのG N P対数値についての制約つきの回帰式の結果
をまとめてある。この制約つきの回帰式のあてはまりの程度は強い印象を与え
る。なぜなら、決定係数R勺こついて0.872という値が得られるからである。受
容力を有する継受国、受容力を有さない継受国、スカンデイナヴィア法家族及
びO E C D加盟国の 4 変数が排除される。これらの排除された制約についての検
定は、 0.887という強い印象を与えるP値でパスする。
この回帰式は、移植過程と法家族が経済発展へ与える影響についての重要な

教訓をいくつか含んでいる。第 1 に、受容力を伴わない移植の係数はこの回帰
式から排除されているので、受容力を伴わない移植が与える直接的影響は皆無
であり、受容力を伴わない移植が 1人当たりのG N P対数値へ与える負の影響
は全く間接的なものである。この経済発展の回帰式におけるリーガリティの回
帰係数(.329)に表 5 における制約のない誘導型の受容力を伴わない移植の回帰
係数(-3.017)をかけると、 1 人当たりのG N P対数値への移植作用の間接的影響の
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らおおよそ 3分の 2 の標準偏差分にあたる）。第 2 に、フランス法家族に属し
ていることが与える全体的影響は無視しうるものである。フランス法家族が 1
人当たりのG N P対数値に与える間接的影響はおよそ.329に2.060を掛けた値、
すなわち的0.678である。この値は、フランス法家族やドイツ法家族が与える
直接的影響、すなわち.651を完全に相殺する。最後に、ドイツ法家族の移植は
1人当たりのG N Pへ、実質的な直接的影響を与えうる（その影響は、いかな
る間接的影響によっても相殺されることがない）。しかし、受容力を伴わない
移植が与える絶対的影響 (-1) は、 ドイツ法家族が与える全体的影響 (.651)
を上回っている。
移植過程と法家族が経済発展へ与える影響について、コロンビアを例に説明
しよう。コロンビアはフランス法典の継受国であるが、継受に際して受容力を
有していなかった。また、 1994年の 1人当たりのG N Pは1,400 ドルであった。
コロンビアが仮に継受に際して受容力を有していたならば、 1994年の 1人当た
りのG N Pはおよそ3,785 ドルに達していたであろう。これはメキシコやウルグ
アイに匹敵する。コロンビアが継受に際して受容力を有していなかったとして
も仮にイングランドやスカンデイナヴィアの法典を継受していたならば、影響
は皆無であったろう。継受に際して受容力を有していなかったとしても仮にド
イツ法典を継受していたならば、 1994年の 1人当たりのG N Pは2,690 ドルとなっ
ていたであろう。これはベネズエラに匹敵する。
頑健性を検証するために、リーガリティ指標 (1997-98) 年を用いて、 1998

年の 1人当たりのG N P対数値についての制約のない回帰式を推定する。制約
つきの回帰式の推定値と検定統計量は、表 6の右側の欄にまとめてある。 F検
定は、継受国に関する 2つの変数と法家族に関する全ての変数が有意な影響を
有しておらず、排除しうることを示している。そのため、受容力を伴わない移
植が経済発展へ与える影響はリーガリティヘの影響を介しての全く間接的なも
のであるとの結果は頑健である。それに対して、法家族が与える影響に関する
先の結果は頑健でない。元の推定では、フランス法家族が 1人当たりのG N P
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対数値へ与える影響は有意ではない。すなわち、フランス法家族がリーガリ
ティを介して与える間接的な負の影響は、その直接的な正の影響によって相殺
される。代替的な指標においても、フランス法家族がリーガリティを介して与
える間接的な負の影響は、その直接的な正の影響によって相殺される。元の推
定では、ドイツ法家族が経済発展へ与える直接的影響と全体的影響の両方が正
であった。代替的なデータでは、ドイツ法家族が与える影響は消滅する。
受容力を伴わない移植が与える実質的な負の影響は、実質的な間接的影響と

全体的影響とを経済発展へ与える。このことは代替的なリーガリティ指標にお
いても頑健である。フランス法の移植がリーガリティヘ与える実質的な影響も
（たとえより弱いとしても）頑健である。しかし、ドイツ法家族が経済発展へ
与える影響が正であるのかそれとも無視しうるものであるのかについては、
リーガリティの測定方法と測定時期によって変わる。
これらの結果から導き出される政策的示唆は重大である。法改革を成功させ

るには、フォーマルな法継受の前段階として、法を現地の環境に適応させるた
めの施策や、法への親和性が増加するような施策を盛り込むべきである。ま
た、移植作用が経済発展へ与える影響は純粋に間接的なものであるため、法改
革によって 1 人当たりのG N Pが直接かつ即座に影響を受けると信ずるに足る
根拠は存在しない。最後に、移植作用は法家族が与える影響を上回っており、
法家族は経済発展に対し誤った影響の外観を創出する可能性があるため、計量
経済学に基づく私達の結論は、法家族を適切に選択することによって直接かつ
即座に経済発展の利益がもたらされるという見解に対して、全く支持を提供す
ることはない。

7  結論

1748年に出版された『法の精神』のなかで、モンテスキューは次のように述
べている。公法と私法は国ごとに誂えられるべきものである。そのため、そう
した法が別の国の人々にも同じくらいよく適合するならば、それは大いなる偶
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(67) 

然の一致であろう、と。そして、次のように主張する。それぞれの国家法の精
神は、統治形態、地理そして気候と同時に、宗教、歴史そして文化をも反映し
ている。
今日では、このような主張は時代錯誤であるように思われる。それというの
も世界のいたるところで、民事法や商事法はおろか公法（憲法）についても、
西洋型のフォーマルな法に多かれ少なかれ収敏しつつあるからである。しか
し、そうした収敏が確認されるのは、しばしば書物上の法に限ってのことであ
る。法の諸制度の機能とその効果は、今日においても実質的に異なっており、
このことはリーガリティ指標における諸国間の分散の大きさからも明らかであ
る。この相違については、ヨーロッパ以外の多くの国が西洋法を原産国での施

(68) 

行後数十年間で継受しただけに、謎は深まるばかりである。従って、継受国が
追いつくのは時間の問題に過ぎないと述べることは困難である。事実、私達の
データでは、 19世紀に行われた法移植にこそ、今日の法制度の有効性に関する
示唆が含まれていることを示している。
早期の継受国で見られた拒絶反応は、恐らくは、その多くが植民地政策の下

で押し付けられたことが原因なのかもしれない。しかし、旧植民地の独立後に
社会経済発展の促進のための手段として西洋法を利用しようという試みは、第
1期の「法と開発」運動の主唱者が1970年代はじめに失敗を認めたことからも
分かるように、それほど円滑に進展したわけではなかった。それにもかかわら
ず、東欧と中欧そして旧ソ連で社会主義体制が崩壊した際、経済・法律各分
野のアドバイザーは類似の戦略を提言した。それから 10年が経過した今日、私

(67) モンテスキューは次のように述べている。つまり、「法は地球に暮らすすべての
人間を規律するので、法とは一般に理性のことである。そのため各国の公法と私法
は、このような理性が応用される顕著な事例でなければならない。ある国の法が別
の国にも妥当するという場合はあまりありそうにないので、特定の人々のために作
成されたかのように法を人々になじませる必要がある」 (Montesquieu, supra n. 30, at 
30 in Book 1  chapter 3)、と。

(68) 1898年制定の日本民法典は、 1896年制定のドイツ民法典をモデルとするもので
あった。ただし、同ドイツ民法典は1900年にようやく施行されたのである。
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達は10年前と同様の再評価を行い、同じレシピによって同様の結果を導いてし
まったとの結論を避けることはできそうにない。
本稿において私達は、どうして一定の国が有効な法制度を有しているのか、
そしてその結果としてリーガリティ指標上で高位置を占めているのかを説明す
べく、法の進展に関するシンプルな理論を展開した。私達は、法規範の内容よ
りも、むしろ法の作成過程の方が法制度の有効性を運命づけるという提言を行
なった。法が内生的に発展する場合、すなわち試行と失敗そしてイノベーショ
ンと修正という過程を経て、そして法の利用者や法律専門家その他の利害関係
者の参加と関与を伴う場合に、法制度は高度に効果的なものになる傾向があ
る。それに対して、外国法が押し付けられ、法の進展が内生的でなく外生的な
場合には、法制度ははるかに脆弱となる傾向がある。私達の主要な主張は、
リーガリティは主に法に対する需要についての関数であるという点である。法
に対する需要が高い場合にのみ、法は自発的に遵守され、社会は法秩序を維持
するのに必要な法制度のために投資をする。
地勢や文化または政治体制などの諸条件に依拠するモンテスキューの理論と
は異なり、私達の理論は、法とは認識の制度であるという観念に依拠する。
Sunsteinの表現を借りれば、「法の表明が意味するものは、発言者の意思では

(69) 

なく、社会規範に依存する」ことになる。既存の社会規範と親和性のある法は
広く受け入れられ、容易に実施される。このことから、法を現地の環境と調和
するように修正する場合や、すでに現地の人々が法の基本原則に親しみを感じ
ている場合には、法の移植は機能する可能性があると私達は示唆する。
私達が行った経験的分析は、こうした提言への強靱な支持を提供するもので
ある。受容力を有する継受国、すなわち輸入した法に修正を加えた国やそのよ
うな法に親しみをもっている人々がいた国は、統計上、原産国と何ら変わらな

(69) Sunstein, "On the Expressive Function of Law," 144 U. Pa. L. Rev. 2021, 2050 (1996). 
この点をより詳細に論じるものとして、 Sunstein, "Social Norms and Social Roles," 96 
Colum. L. Rev. 903 (1996) at 925 も参照。これらの論文は主に社会規範に焦点を合わ
せたものであるが、核心部分についてはフォーマルな法への応用も可能である。
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いリーガリティ指数を示している。これに該当しない国、すなわち受容力を有
さない継受国のリーガリティ指数は極めて悪い。こうした国は移植作用に苦し
んでいる。
このような発見には、基本的な政策提言が含まれている。法改革を、西洋の

専門家に優れた法を作成してもらうことによって実施されうる技術支援プログ
ラムと捉えている限り、法改革は期待される成果、つまり有効な法秩序と経済
成長及び発展をもたらしそうにない。そうではなく、法発展の内生的過程を誘
引し、法の革新と変化への自前の需要を創出するような試みが必要である。こ
れは、他の国から法を借用するという選択肢を排除するものではない。私達の
分析は次の点を示唆している。外国の法が現地の法とよく調和することは、
運な偶然の一致ばかりではなく、輸入された法を現地の環境に有意義に適応さ
せることで、いっそう高めることができるであろう。こうした過程には、最善
な法を設計し施行する場合よりも、長い時間がかかることは疑いないであろ
う。しかし、ほとんどの国にとって不成功に終わった法移植から200年が経過
した今日、法の諸制度の発展についてもう少しの辛抱が必要であると思われ
る。
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表
表 1 :  原産国

国名 法形成の時期 フォーマルな法源 法家族
オーストリア 1811-1862 

1定法汎ド811年映響たでツイす。に法あツとそる包伝商とっの括統も法たも民の的典。にに法で既基1なは典8あ6民存づフは2っ年法のラくロた独制典商ンー。特慣定スをマ行制法のの・ 

ドイツ

塁；
デンマーク 1815-1905 

初令わヵ期れにたは慣1さ9世習れ紀法たのに法は典一他化連がの行法 スカンデイナヴィア
が制゚ 定 。主に のス
ンデイナヴィア諸国の法が

借用された。
フィンランド(70) 1809-1917 ィンラン スカンデイナ

9  ヴィアデン
た互。フィ

フランス 1804-1811 

民法典法刑典の事、5民訴つ統も発はの事訟か布革合で訴法命らさしあ成前訟典、れっ商法、るたにた慣。典そナ制。定行、ポナし商てレ刑法オ

フランス

ン典法旧典gが ポレ
たオン をさ法れ
典化法 た

ドイツ 1862-1900 ドイツ

をさ法れ典化商 のであっ

(70) 私達は前掲引用論文Berkowitz, Pistor and Richardにおいて、この代替的なカテゴ
リについて頑健性を検証している。
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ノルウェー 1814-1915 1814年までデンマーク領であ スカンディナ
受はり、 デンマたマ。ーー1ク9ク世と法紀スののウ影制ェ響定を

ヴィア
けてい 法、T一ヽ./ヽ -ヽ

ンの立法協力によって完成し
た。

スウェーデン 1734-1905 

1734教がれわてン年会新マるるい。に法たーた（慣のこにこク）。習影制ののと1法法響法定ス9世令の典をウさ紀法のはあれェ典化が行

スカンディナ
ゎ ローマ法受 ヴィア
と る1程部度「 の一
代部け 大た- 令分には

デ 業ク ウー成デンと
の共同作 によって作 され
た。

スイス 1881-1907 

商たど。のあ法っロ商たこる典ー。れが慣マと行、こら民法れかはを法の法つらド典影の典てイ響が法化一ツ制を典部のし定受法のはたけ典されほな

ドイツ

か スイ
ス 地もの
で施あ 域
で 行されていたフランス法見
とオーストリア法の影響も
られる。

英国 1485-1832 イングランドのコモンローの イングランド
歴遡史は1066年着のノルマン征服世
紀!れに る 土 の慣完降習全法は15
中た葉1゚ま9で紀翡に以は 、に撤定廃法のさ
要然。性とは世増 ている制支ものの、

して例法が配的で
る。

米国 1774-1820 イングランド
い ング
ラ モン

利たロ 決裁・る権判し

所その て主し義、き

た。
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表2Aー株主の権利と債権者の権利
法家族のカテゴリ平均 a

カテゴリ 観察 a 株主の権利
イングランド法家 18/19 4.00 
族 (.970) 
フランス法家族 21/19 2.33 

(1.197) 
ドイツ法家族 6/6 2.33 

(1.033) 
スカンデイナヴィ 4/4 3.00 
ア法家族 (.816) 
標本平均 49/47 3.00 

(1.307) 

平均差 b

イングランド法家族ーフ 1.67 
ランス法家族 (.000)* 
イングランド法家族ード 1.67 
イツ法家族 (.008)* 
イングランド法家族ース 1.00 
カンデイナヴィア法家族 (0.85)*** 
フランス法家族ードイツ 0.00 
法家族 (1.000) 
フランス法家族ースカン -.67 
デイナヴィア法家族 (.220) 
ドイツ法家族ースカン -.67 
デイナヴィア法家族 (.291) 

132 

債権者の権利
3.11 
(1.231) 
1.58 
(1.346) 
2.33 
(.816) 
2.00 
(.816) 
2.30 
(1.366) 

1.53 
(.001)* 
.78 
(.101)*** 
1.11 
(.065)*** 
-.75 
(.119) 
-.42 
(.438) 
.33 
(.548) 
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表28
原産国／継受国のカテゴリ平均 a

カテゴリ 観察a 株主の権利 債権者の権利
原産国 10/10 3.00 2.00 

(1.333) (1.247) 
継受国 39/37 3.00 2.38 

(1.318) (1.401) 
受容力を有する継 11/11 3.27 1.91 
受国 (1.618) (0.944) 
受容力を有さない 28/26 2.89 2.58 
継受国 (1.197) (1.528) 
標本平均 49/47 3.00 2.30 

(1.307) (1.366) 

平均差 b

0.00 -0.38 
(1.000) (.420) 

原産国ー受容力を有する -0.27 -0.09 
継受国 (0.677) (0.854) 
原産国ー受容力を有さな 0.11 -0.58 
い継受国 (0.826) (0.258) 
受容力を有する継受国ー 0.38 -0.67 
受容力を有さない継受国 (0.491) (0.117) 
a標準偏差は括弧内に記載。 b不等分散を用いた 2標本両側 t検定を行ってい
る。＊有意水準は 1パーセント。＊＊有意水準は 5 パーセント。＊＊＊有意水準は10
パーセント。
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表 3 :  受容力を有する継受国と受容力を有さない継受国
国名 移植の時期 移植の過程 移植の類型

ふ適応 親和性
オーストラリア 1808-1873 ゜ 1  受容力あり
ベルギー 1810-1887 ゜ 1  受容力あり
カナダ 1810-1830 ゜ 1  受容力あり
アイルランド 1769-1801 ゜ 1  受容力あり
イスラエル 1858-1945 1  ゜受容力あり
イタリア 1805-1870 1  1  受容力あり
日本 1868-1899 1  ゜受容力あり
オランダ 1810-1838 1  1  受容力あり
ニュージーランド 1840-1900 ゜ 1  受容力あり
アルゼンチン 1862-1880 1  ゜受容力あり
チリ 1854-1880 1  ゜受容力あり
ブラジル 1808-1865 ゜ ゜受容力なし
コロンビア 1821-1853 ゜ ゜受容力なし
エクアドル 1831-1881 ゜ ゜受容力なし
エジプト 1798-1840 ゜ ゜受容力なし
ギリシア 1821-1878 ゜ ゜受容力なし
香港 1844-1898 ゜ ゜受容力なし
インド 1858-1888 ゜ ゜受容力なし
インドネシア 1815-1870 ゜ ゜受容力なし
ヨルダン 1850-1918 ゜ ゜受容力なし
ケニア 1895-1918 ゜ ゜受容力なし
マレーシア 1867-1937 ゜ ゜受容力なし
メキシコ 1821-1889 ゜ ゜受容力なし
ナイジェリア 1863-1915 ゜ ゜受容力なし
パキスタン 1858-1888 ゜ ゜受容力なし
ペルー 1811-1853 ゜ ゜受容力なし
フィリピン 1889-1898 ゜ ゜受容力なし
ポルトガル 1808-1867 ゜ ゜受容力なし
シンガポール 1858-1895 ゜ ゜受容力なし
南アフリカ 1815-1865 ゜ ゜受容力なし
翰国 1912-1945 ゜ ゜受容力なし
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スペイン 1808-1829 ゜ ゜受容力なし
スリランカ 1796-1861 ゜ ゜受容力なし
台湾 1895-1945 ゜ ゜受容力なし
タイ 1908-1935 ゜ ゜受容力なし
トルコ 1850-1927 ゜ ゜受容力なし
ウルグアイ 1878-1900 ゜ ゜受容力なし
ベネズエラ 1811-1873 ゜ ゜受容力なし
ジンバブエ 1888-1923 ゜ ゜受容力なし
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表 4 :  継受国
国名 移植の時期 法を移植した国 法家族

受容力を有する継受国
アルゼンチ 1862-1880 スペイン、ポルトガル、ブラジル、オ フランス
ン ランダ（以上、継受国）、そしてフラ

ンスの法を重要な法源とする。アルゼ
ンチンは1810年に自治を主張し、 1816
年に独立を宣言した。 1862年に大規模
な法改革に着手し、民法、刑法、民事
手続法等が制定された。

オーストラ 1808-1873 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
リア とする。オーストラリアは「入植型植 ド

民地」とされ、入植者がイングラン
ド法を持ち込んだ。 19世紀初頭にイン
グランドからの大規模な入植を経験し
た。

ベルギー 1810-1887 フランス法を主な法源とする。フラン フランス
ス法の移植はナポレオン戦争期の1810
年に行われた。 1815年の低地三国の独
立後も、ナポレオン法典は効力を持ち
続けた。 1830年の独立後に、フランス
法をモデルとする法典を制定した。

カナダ 1810-1830 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
とする。イングランドとアメリカの貿 ド
易会社や入植者がイングランド法を移
植した。

チリ 1854-1880 スペイン（継受国）とフランスの法及 フランス
び法実務を主な法源とする。 1811年に
スペインの支配から独立した。 19世紀
後半に法改革に着手し、 1854年商法典
等の制定を見た。

アイルラン 1769-1801 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
ド とし、それはノルマン征服後に移植さ ド

れた。 17世紀中葉までに同法に代わる
固有のアイルランド法が制定された。
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イスラエル 1858-1945 イングランドのコモンローを主な法源 フランス
とする。 19世紀後半にフランス法をモ ／イングラ
デルとする近代法典がオスマン帝国に ンド(71)

移植された。 1922年以降、英国の委任
統治下にあり、ヨーロッパからの移民
を経験した。オスマン法はその後も効
力を有したが、（制定法を除く）イン
グランドのコモンローの基本原則が移
植された。

イタリア 1805-1870 フランス法を主な法源とする。 1796年 フランス
以降はフランスの統治下にあった。
1805年にナポレオンがイタリア国王に
就任し、フランス法典を移植した。国
家規模での法典化作業が開始されたの
はイタリア統一後のことであるが、各
州はフランス法に基づく諸法典を制定
していた。

日本 1868-1899 ドイツ法を主な法源とする。外圧の下 ドイツ
で、明治政府は外国法をモデルとした
日本法制の整備に着手した。当初、フ
ランス法をモデルとした商法典草案が
準備されたが、最終的にはドイツ法の
影響を最も強く受けた民・商事法が制
定された。

オランダ 1810-1838 フランス法を主な法源とする。フラン フランス
スの法典がフランスによるオランダ
併合期の1810年に移植された。 1815年
以降もフランス法は効力を有したが、
1838年にそれに代わるフランス法をモ
デルとした自国の法典が制定された。

ニュージ一 1840-1900 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
ランド とする。 1840年に英国は正式にニュー ド

ジーランドを手中に収めた。入植者に
よって法が移植された。

(71) La Porta et al. (1998), supra n. 11はイスラエルの法典をイングランド・コモンロー
家族に分類している。
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受容力を有さない継受国
ブラジル 1808-1865 スペイン法とフランス法を主な法源と フランス

する。 1822年にポルトガルからの独立
を果した。その後もポルトガル帝国の
法が効力を有した。 19世紀中葉に法の
近代化に着手した。

コロンビア 1821-1853 スペイン法を主な法源とする。 19世紀 フランス
中葉に 1829年制定のスペイン法をモデ
ルとした大規模な法典化作業が実施さ
れた。その後、チリ法をモデルとした
改正が行われた。

エクアドル 1831-1881 スペイン法とベネズエラ法を主な法源 フランス
とする。 1830年に独立を果す。 1831年
にスペイン法が直接適用されるように
なる。 1882年にベネズエラ法をモデル
とした商法典が制定された。手続法と
してスペイン法が適用された。

エジプト 1798-1840 フランス法を主な法源とする。 1796年 フランス
から 1807年までのフランス統治期に司
法制度が確立したが、法改革は途上で
あった。 19世紀を通じて、フランス法
は外国人が関与する事件に適用され
た。主にフランス法の教科書とフラン
ス法のアラビア語訳が法源としての機
能を果している。

ギリシア 1821-1878 フランス法を主な法源とする。 19世紀 フランス
に着手されたフランス法典の翻訳作業 ／ドイツ (72)

は商事法に影響を与えた。 19世紀に制
定されたその他の法、特に民法典は、
フランス法だけでなくドイツ法やオー
ストリア法からも強い影響を受けてい
る。

(72) La Porta et al. (1998), supra n. 11はギリシアの法典をフランス法家族に分類してい
る。（商法典ではなく）民法典に関する限り、同法典をドイツ法家族に分類するこ
とも可能である。
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香港 1844-1898 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
とする。 1844年の法令によって、現地 ド
の情勢が許す限り、イングランド法を
植民地に適用することが宣言された。

インド 1858-1888 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
とする。 1858年に英国によるインド統 ド
治が確立する。イングランド法の土着
民への適用範囲は徐々に拡大していっ
た。 1862年には既存の裁判所がすべて
イングランドの裁判所に代わった。

インドネシ 1815-1870 オランダ法を主な法源とする。土着の フランス
ア 法 (adat) は土着民に適用された。オ

ランダ法は入植者を規律した。
ヨルダン 1850-1918 フランス法を主な法源とする。オスマ フランス

ン帝国の一部として19世紀中葉にフラ
ンス法を継受した。

ケニア 1895-1918 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
とする。 1895年以降、イングランドの ド
保護国となる。イングランドで施行さ
れている法が適用されるようになり、
かつてインドで利用されたコモンロー
の諸法典が移植された。

マレーシア 1867-1937 イングランドのコモンローを主な法 イングラン
源とする。 1867年にロンドンの植民省 ド
は「海峡植民地」の直接統治に着手す
る。イングランド法は（親族・相続事
件ではなく）主に刑事事件と商事事件
に適用された。

メキシコ(73) 1821-1889 スペイン法とフランス法を主な法源と フランス
する。スペイン帝国の法は新法典が制
定されるまで効力を有した。 1854年に
制定された商法典はスペイン法とフラ
ンス法をモデルとした。 1889年の改正
時にはイタリア法の諸要素も取り入れ
られた。 1870年制定の包括的な民法典
は様々な法をモデルとした。
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ナイジェリ 1863-1915 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
ア とする。 1863年のラゴス割譲によって ド

英国統治が確立する。英国民に対して
管轄権を有する裁判所が設立される。
法典化されたコモンローが移植され、
その中には1912年制定の会社法令も含
まれていた。

パキスタン 1858-1888 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
とする。英国によるインド統治（イン ド
ド、パキスタン、バングラデイッシュ
が含まれる）が確立する。インドに関
する記述を参照。

ペルー 1811-1853 スペイン法を主な法源とする。 19世紀 フランス
中葉の法改革では1829年制定のスペイ
ン法典が模倣された。

フィリピン 1889-1898 スペイン法を主な法源とする。 1565年 フランス
以降スペイン領となる。 19世紀終盤に
着手された法典化作業では、 1829年制
定のスペイン法典がモデルとされた。
1898年に統治権がアメリカに移譲され
た際に諸改正と新手続規則の導入が行
われるが、それらは法システムの性格
を変更するには至らなかった。

ポルトガル 1808-1867 フランス法を主な法源とする。ナポレ フランス
オン遠征期の1808年に初めてフランス
法典の移植を経験する。 1867年に新民
法典が、 1888年に新商法典が公布され
る。

シンガポー 1858-1895 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
ル とする。 1819年に海峡植民地の一部と ド

して建国された。イングランド法は刑
事事件と商事事件の場合に入植者と土
着民に適用された。

(73) 本稿において私達は、メキシコ、ポルトガル、スペインの 3継受国について
は、受容力のある／なしを一律に決することが妥当しないことを明記しておく。私
達はこの代替的なカテゴリについて頑健性を検証している。
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南アフリカ 1815-1865 イングランドのコモンローとローマ・ イングラン
オランダ法を主な法源とする。 1815年 ド(74)
に英国は旧オランダ領を奪取する。イ
ングランド法のうち、裁判所法、司法
手続法、そして行政法が適用された。

韓国 1912-1945 日本法を主な法源とする。 1912年に日 ドイツ
本の植民地となり、明治政府が制定し
た日本法典が効力を有した。

スペイン 1808-1829 フランス法を主な法源とする。ナポレ フランス
オン遠征期の1808年にフランス法典が
移植される。 1829年にはフランス法を
モデルとした新民法典が、 1848年には
株式会社法が、 1881年には改正民事手
続法典が導入された。

スリランカ 1796-1861 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
とする。英国は旧オランダ領を奪取す ド
る。その後もローマ・オランダ法が適
用されたが、 1801年のコモンロー裁判
所の設立後は、イングランドのコモン
ローが発展を遂げた。

台湾 1895-1945 日本法を主な法源とする。台湾島は日 ドイツ
本の植民地となり、明治政府が制定し
た日本法典が移植された。

タイ 1908-1935 フランス法を主な法源とする。東南ア フランス
ジアで植民地化を免れた唯一の国であ （イングラ
る。フランス人とベルギー人の助力を ンド? ) (75) 
得て、チュラロンコン国王の下で一連
の法典が制定された。

(74) ローマ・オランダ法の影響ゆえに、南アフリカはしばしば混合法域に分類され
る。混合法域では、既に構築されていた大陸法システムの上に、コモンローが移植
された。他の混合法域として、イスラエル、フィリピンそしてスリランカが挙げら
れる。
(75) La Porta et al. (1998), supra n. 11では、タイの法典がイングランド法家族に分類さ
れていることに注意せよ。
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トルコ 1850-1927 フランス法と後にはスイス法を主な法 フランス
源とする。 19世紀中葉にオスマン帝国 ／ドイツ(76)

はフランス法をモデルとした法律を導
入した。ケマルーアタチュルク大統領
の下でスイス法典が模倣された。

ウルグアイ 1878-1900 アルゼンチン法を主な法源とする。 フランス
1865年以降、法システムの近代化に着
手し、アルゼンチン法とボリビア法を
モデルとした法典を制定した。

ベネズエラ 1811-1873 チリ法を主な法源とする。 1811年に独 フランス
立を果すが、その後もスペイン帝国法
が効力を有した。 1862年に民・商法典
がチリ法をモデルとして制定された。

ジンバブエ 1888-1923 イングランドのコモンローを主な法源 イングラン
とする。 1888年にイングランド法に基 ド
づいて授与された特許状が適用される
ようになった。

(76) La Porta et al. (1998), supra n. 11では、 トルコの法典はオスマン帝国の産物である
が故にフランス法家族に分類されている。
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表 5 :  リーガリティの決定要因
リーガリティ指標(1980-95) 頑健性：リーガリティ指標

(1997-98) 
受容力を有さな -3.017* -1.482* 
い継受国 (0.958) (0.420) 
フランス法家族 -2.060* -0.601** 

(0.679) (0.326) 
O E C D加盟国 4.271* 1.229* 

(0.929) (0.405) 
切片 16.731* 0.503 

(0.943) (0.426) 
決定係数 (Rり 0.742 0.612 
制約のない回帰式に関する検定統計量
(Test statistics for unrestricted regression) 
排除制約 受容力を有する継受国 = O 受容力を有する継受国 = O
(Exclusion ドイツ法家族 = O ドイツ法家族= O
restn．ct1． ons) スカンデイナヴィア法家族= O スカンデイナヴィア法家族=O
P値 0.734 0.900 
法家族のみを含
む
P値 0.000 0.000 
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表 6 :  経済発展の決定要因

120 

リーガリティ指標 (1980-95) 頑健性：

に基づいた 1人当たりの リーガリティ指標 (1997-98)
GNP(l994)の自然対数 に基づいた 1人当たりの

GNP(l998)の自然対数
フランス法家族 0.651* 
＆ドイツ法家族 (0.160) 
O E C D加盟国 0.793* 

(0.273) 
リーガリティ 0.329* 0.607* 

(0.019) (0.081) 
切片 2.926* 8.341* 

(0.336) (0.168) 
決定係数 (Rり 0.872 0.783 
制約のない回帰式に関する検定統計量
(Test statistics for unrestricted regression) 
排除制約 受容力を有する継受国 = O 受容力を有する継受国 = O
(Exclusion 受容力を有さない継受国 = O 受容力を有さない継受国 = O
restn. ct1. ons) スカンデイナヴィア法家族= O フランス法家族 = O

O E C D加盟国 = O ドイツ法家族 = O
スカンデイナヴィア法家族 = O

P値 0.887 0.645 
表 5 と表 6 に関する注。 1994年のO E C D設立時までの加盟国についてはリー
ガリティ指標 (1980-95) が、 1998年の加盟国についてはリーガリティ指標
(1997-98) が用いられている。標準誤差は括弧内に記載。＊有意水準は 1パー
セント。＊＊有意水準は 5 パーセント。リーガリティ指標 (1980-95) の標準偏
差は4.32。リーガリティ指標 (1997-98) の標準偏差は1.696。
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付録
付録表 1 :  リーガリティ指標(1980-95)と経済発展(1994)

記述統計 司法制度 法の支配 汚職の不 収用のリ 契約破棄 リーガリ 1人当た
軍Eヨ の効率性 1982-95 存在 スク のリスク ティ りの

1980-83 1982-95 1982-95 1982-95 1980-95 G N P  (米
ドル）
1994 

平均 7.64 6.74 6.90 8.05 7.58 16.05 11156 
中央値 7.25 6.78 7.27 8.25 7.57 16.54 7660 
標準偏差 2.05 2.80 2.29 1.59 1.79 4.32 10190 
最小値 2.50 0.00 2.15 5.22 4.36 8.51 270 
最大値 10.00 10.00 10.00 9.98 9.98 21.91 35760 

相関係数
司法制度 1.000 
の効率性
法の支配 0.643 1.000 
汚職の不 0.793 0.848 1.000 
存在
収用のリ 0.656 0.910 0,845 1.000 
スク
契約破棄 0.635 0.880 0.841 0.961 1.000 
のリスク
リーガリ 0.803 0.950 0.949 0.944 0.930 1.000 
ティ
1人当た 0.738 0.853 0.839 0.871 0.871 0.906 1.000 
りのG N P
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付録表 2 :  リーガリティ指標(1997-98)と経済発展(1998)
政府の有効性 法の支配 汚職の統制 リーガリティ 1人当たりの
1997-98 1997-98 1997-98 1997-98 GNP(米ドル）

記述統計量 1998 
平均 0.645 0.644 0.663 0.000 13107 
中央値 0.714 0.861 0.672 0.245 10670 
標準偏差 0.940 0.944 0.989 1.696 11837 
最小値 -1.321 -1.220 -0.954 -3.216 300 
最大値 2.082 1.996 2.129 2.473 39980 

相関係数
政府の有効性 1.000 
法の支配 0.923 1.000 
汚職の統制 0.944 0.934 1,000 
リーガリ 0.979 0.977 0.982 1.000 
ティ
1人当たり 0.817 0.838 0.842 0.850 1.000 
のG N P
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【訳者あとがき】

本論文は、気鋭の法律学研究者と経済学研究者による共同研究の成果とし
て公表された、広範な比較法的調査と経済学的分析に基づいた画期的な論文
Daniel Berkowitz, Katharina Pistor, and Jean-Francois Richard,'The Transplant 
Effect', 51 American Journal of Comparative L a w  163 (2003)の全文を日本語に翻訳
したものである。
本論文の翻訳の許可について快諾いただいた執筆者の方々と American

Journal of Comparative L a wの編集委員会に心より感謝する。翻訳の作業は、佐
藤育己が全体を訳し、齋藤彰がその全体について再度原文と照らし合わせなが
ら加箪修正を行い、さらに両者で訳語等について検討を行った。また、経済学

↑ M Sの元研究員であり、現在早稲田大学高等研究
所助教の座主祥伸氏（法と. ( 虹斉学専攻）にお忙しい中校閲をお願いした。その
献身的なご協力に心より感謝する。しかし当然のことながら、それでもなお本
翻訳が含みうる誤り等に関しては、全て訳者 2人の責任である。
著者の 1人であり比較法学的な視点からのインプットを担当したカタリー
ナ・ピストー教授には、神戸大学法学研究科の「市場化社会の法動態学」研
究センター (CDAMS) にお越しいただき、本論文の報告をもとにしたワーク
ショップを2005年 2 月に開催した。
最近の法と経済学の動向には、いくつかの異なった流れが存在しており、そ
の全体像を描くことは訳者の力量を上回る。しかし、その中で実践という意味
で最も大きな影響力を持ちつつあるのが、世界銀行等のサポートによって展開
されてきた「法と開発」に関連した企業金融の法制度についての一連の研究業
績ではないかと思われる。その中でも良きにつけ悪しきにつけ、最も注目を浴
びたのが本論文においても批判の対象とされている La Porta達によるものであ
る。この経済学研究者達による法システムの分析においては、法規範の内容自
体がその国の企業運営に直接的な影響を与え、その結果として株主や債権者に
強い保護を与えるコモン・ローを継受した国家では順調な経済成長がもたらさ
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れ、逆に保護の弱いフランス法系大陸法を継受した諸国では経済発展が遅れる
とするものである。この論文の結論は、一見極めて説得力があるように見え
る。実際に経済発展が進展している地域にコモンロー系の諸国が多く、逆に経
済発展が思うように進展しない途上国には旧フランス植民地が目立つように思
われるからである。
このLa Porta等による研究はその公表後、法律学研究者によって様々な方向

から批判の対象となってきたにも関わらず、少なくとも経済学をはじめ隣接分
野の研究者達に大きな影響力を持ったように思われる（彼らの研究は、著者の
頭文字をとって 'LLSV' という略称をしめすだけで、それが何を指すかが知
られるほど広く知られるようになった。）。もし法家族の差異が経済発展に直接
の影響を持つのであれば、法規定の内容的な検討と再構成によって経済発展を
直接に促すことができることになる。そしてそれが、法律家達が口にする「正
義」のような曖昧なものではなく、経済的効率性を高めるためのインセンティ
ブの配列の巧拙に依存するのであれば、経済学研究者は各国の法制度の在り方
について、極めて重要な役割を果たす能力があることになろう。このように法
律学という曖昧模糊とした謎の研究領域にも、明確な理論によるメスが入るこ
とになる。法制度の在り方が経済発展に対して何らかの形で大きな影響力を持
つという直感的な印象は、法律学研究者も含め社会科学全体において広く共有
されているといえよう。そして、実際に経済開発を促すための大規模な政策決
定を次々と実施していかなければならない各国政府や国際開発に関する金融機
関等にとって、その決定を単純で明解な理論に従って行えば成功するとの保証
が与えられるならば、これほど好都合なことはない。
このLLSVの研究が依拠する基本的な理論枠組に対して、法律家達が広く共

有する感覚のようなものをフォーマルな理論として提示し、根本的な反論を展
開したのが本論文である。その内容を単純化すれば、西欧に由来するフォーマ
ルな法制度を継受した諸国における「リーガリティ（法に関する諸制度の広範
性と有効性）」はそれを継受する過程において、自国の環境に適応させるため
の努力がなされたり、もともと母法国の文化に慣れ親しんだ人が多くいたりし



115 法制度の移植作用 (The Transplant Effect) 

た場合において、高まるとする。つまり、「リーガリティは主に法に対する需
要についての関数」であり、継受国において、その法に対する需要が高い場合
にのみ自発的に遵守され、社会は法秩序を維持するのに必要な法制度のために
投資をことになるとする。そして有効な法改革はまずリーガリティを改善し、
その間接的な効果として一定期間が経過した後に経済発展が達成されるとの仮
説を証明する。
法制度が全体としてそれぞれの国家において自律的なものとなるような工夫
を加え、その結果として国家が規律正しく統治されることの間接的な影響を通
じて、経済発展が実現されるとの感覚は、恐らく多くの法律家にとって受け容
れやすいものであろう。またフォーマルにせよインフォーマルにせよ法制度は
人々の認識に基盤を持つとする説明も印象的である。以下に再度参照する部分
は、法律家達も見過ごしてしまいがちであるが、法制度の本質について徹底し
た思索に基づく見解であり、ほとんど反論の余地がないと訳者は考える。
「フォーマルな法秩序では、成文化が重要な要素となるため、次の事実を覆

い隠す傾向がある。それは、フォーマルな規範の有効性もまた、社会の成員に
よるこうした規範とその根底にある価値観の認識や理解に依拠しているという
事実である。社会の成員の多くは個々の規範や規則の詳細に親しみをもってい
るわけではないだろうし、実際にその必要性もないかもしれないけれども、彼
らは法秩序の基本的な理念には親しみをもっている。また彼らは、法の媒介
者として法律専門家を頼ることができる。法律専門家は、フォーマルな法秩序
に関してよりよい知識をもっている。しかし法律専門家がある特定の規範を適
用する場合でさえ、彼らはその規範の字面だけでなく、その背後にある観念、
それが依拠している価値判断、そして法秩序全体におけるその位置付けをも把
握していなければならない。」
最後に、これから日本が目指すべき法律研究者養成の在り方を再考するに際
して某かの示唆が得られることを期待しつつ、ピストー教授の経歴について簡
単に書きとめておくこととしたい。複数の法域の一流の教育機関において真に
国際的な教育を受け、そうした過程で身に付けたグローバルな知見を活用し
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て、学際的な法学研究と教育の両面における先駆者として活躍する21世紀型の
比較法研究者の 1つの理想像をそこに見出すのは、訳者だけではないであろ
う。日本の若い研究者達にも、こうした展望が与えられることを心より望む。
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