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序
Ⅰ

章

検討課題

問題意識
契約自由の原則は、契約を締結するかしないか、どのような内容の契

約を締結するかについて自由を許与するが、契約への拘束をもたらすと
1

いう意味で自由を制限する ）。自由の制限という局面は、一回的な交換
契約においても妥当するが、継続的な契約の場合により問題が顕著とな
る。なぜ、人は自らの自由を放棄し一時点を超えて拘束されることに同
意するのか。
「契約における時間的な拘束の意義と限界」が、本稿の検
討対象とするテーマである。このテーマを設定するに至った具体的な契
機となる問題状況と、そこに端を発する問題意識を説明することから始
めよう。
本稿のテーマ設定の具体的な契機は、消費者契約における長期の存続
＊ 本稿は、フンボルト財団の助成（Humboldt-Forschungsstipendium）による在外
研究（平成 20 年 8 月〜平成 21 年 9 月）、科学研究費・若手研究（B）「不当条項規
制と商品設計・価格設定の自由」（平成 22 年度〜平成 24 年度）、かんぽ財団平成
23 年度調査研究助成「市場・合意に対する規制の多様化と保険契約」の研究助
成による研究成果の一部である。
1）契約自由の原則の内実をどのようなものとして捉えるのか、私的自治との関係
をどのように理解するのかについても正面からの立ち入った検討が必要である
が、本稿ではこれを行う準備がない。従来の重要な研究として、星野英一「契約
1986 年、初出 1983 年）
（有斐閣、
思想・契約法の歴史と比較法」
『民法論集 第 6 巻』
203 頁以下、原島重義「契約の拘束力」『市民法の理論』（創文社、2011 年、初出
1983 年）625 頁以下、山本敬三「現代社会におけるリベラリズムと私的自治―私
法関係における憲法原理の衝突―（一）（二・完）」法学論叢 133 巻 4 号 1 頁以下、
5 号 1 頁以下（1993 年）、同「公序良俗論の再構成」『公序良俗論の再構成』（有
斐閣、2000 年、初出 1995 年）、白羽祐三「契約の自由」五十嵐清＝谷口知平編『新
版注釈民法（13）債権（4）
〔補訂版〕』（有斐閣、2006 年）60 頁以下など参照。
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期間条項、中途解除権排除条項あるいは中途解除に対する違約金・損害
賠償額の予定条項に対する規制を巡る従来からの議論状況と、民法（債
権法）改正に向けての議論における契約期間の定めの意義、存続期間規
2

制、任意解除権にかかわる諸提案にある ）。
まず、前者を敷衍しよう。一定期間にわたり給付を行うことを契約内
容とする役務提供契約や物品供給契約において、消費者が、予定され
た存続期間の中途で契約の解除を望み、契約書に記載された解除可能性
を排した存続期間や中途解除時の金銭的負担（解除料、違約金など名称
は様々である）の不当性を争うという事態は、特定商取引に関する法律
（以下、「特商法」という）によって限定された範囲で立法的な対応はな
されたものの、消費者契約法の不当条項規制が導入されて以降、不当条
項規制の主戦場となっているとも言える。かかる問題に対する法的な対
応として、たとえば、委任・請負・寄託など幾つかの民法典の典型契約
においては、当事者の一方あるいは双方に、随意に契約を一方的に終了
できる権利が任意規範として定められていることに着目し、この任意解
除権を完全に排除する契約条項は無効であり、また、任意解除権を制
限する契約条項についても、これを正当化するような理由を事業者が証
明できない限り、無効と評価すべきであるといった見解（現行法におけ
3

る根拠条文は消費者契約法 10 条となる）が示されてきた ）。また、民法
において任意解除権が設けられていない売買契約の性質を有する長期の
物品供給契約が締結された場合についても、中途解除の可能性を消費者
に認めていない契約条項を、消費者に一方的に不利なものと評価するこ
とができないか、あるいは期間の定めのある継続的売買契約についても
消費者の中途解除権をルール化できないかといった問題提起がされてい
4

る ）。そして、中途解除を認めつつ一定の金銭を徴収するという形で条
項が置かれる場合には、その条項の性質や、規制法理（現行法では、消
費者契約法 9 条 1 号か同法 10 条か、あるいは民法 90 条かといった適用
2）さしあたり、本稿では、継続的契約（分割供給契約を含む）において、随時に、
将来に向けて契約の解消を認める権利を中途解除権、契約一般について、随時に
契約の解消を認める権利を、任意解除権と呼ぶ。
3）鹿野菜穂子「消費者の解除権を制限しまたは事業者の解除権を留保する条項」
消費者契約における不当条項研究会『消費者契約における不当条項の横断的分析』
（商事法務、2009 年）別冊 NBL128 号（以下、
「別冊 NBL128 号」という）121 頁
以下。
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5

条文の問題も生じる）が問われてきた ）。消費者契約法の改正・不当条
項リストの充実化の議論においても、中途解除権や中途解除時の金銭徴
6

収にかかわる条項への規制の在り方は一つのトピックである ）。
次に、後者を敷衍しよう。民法（債権法）改正の議論においては、民
法における期間の定めの意義、存続期間規制、任意解除権にかかわる、
幾つかの注目すべき提案が行われている。たとえば、役務提供契約の総
7

則規定として、役務受領者側の任意解除権を置くという提案 ）、消費貸
借契約において、消費者が借主の場合、利息の有無を問わず、引渡し前
解除を認めるとともに、返還時期の定めのある利息付消費貸借において、
借主は期限前返済時に貸主に生ずる損害を賠償しなければならないとこ
8

ろ、消費者消費貸借契約においては、賠償責任を課さないとする提案 ）、
そして継続的契約について、期間の定めがある場合とない場合、消費者
9）

契約とそれ以外の契約とを分けて、契約終了時のルールを定める提案

などが行われており、また、強行規定として設けられていた賃貸借の存
続期間の上限を廃するといった提案

10）

もみられるところである。これ

らの提案は、契約における「期間の定め」というものが、期間の満了ま
で当事者を原則として拘束する効力を有するのか、中途解除権をどのよ
4）鹿野・前掲注 3）128 頁、圓山茂夫「権利行使期間の制限条項、履行期間の制限条項、
長期拘束条項、脱法行為の禁止規定」別冊 NBL128 号 96 頁以下、近畿弁護士連
合会消費者保護委員会編『消費者取引法試案』消費者法ニュース別冊（2010 年）
115 頁、日本弁護士連合会『消費者契約法日弁連改正試案（2012 年版）』など参照。
また、法制審議会民法（債権関係）部会の公表した商事法務編『民法（債権関係）
の改正に関する中間的な論点整理』（2011 年）（以下、『中間的な論点の整理』と
いう）では消費者・事業者間の継続的契約については、消費者に将来に向けての
任意解除権を認めるべきかどうかが論点として挙げられている（488 頁）。
5）丸山絵美子「損害賠償額の予定・違約金条項および契約解消時の清算に関する
条項」別冊 NBL128 号 138 頁以下。
6）大澤彩「消費者契約法における不当条項リストの現状と課題」NBL958 号（2011
年）43 頁以下。
7）民法（債権法）改正検討委員会編『詳解 債権法改正の基本方針Ⅴ 各種の契
約（2）』（商事法務、2010 年）37 頁以下【3.2.8.10】（以下、『債権法改正の基本
方針Ⅴ』という）、『中間的な論点の整理』425 頁以下。
8）民法（債権法）改正検討委員会編『詳解 債権法改正の基本方針Ⅳ 各種の契
2010 年）380 頁以下【3.2.6.03】、413 頁以下【3.2.6.11】
（商事法務、
（以下、
約（1）』
『債権法改正の基本方針Ⅳ』という）、
『中間的な論点の整理』348 頁、351 頁以下。
9）『債権法改正の基本方針Ⅴ』406 頁以下【3.2.16.13】、409 頁以下【3.2.16.14】、
『中
間的な論点の整理』486 頁以下。
10）『債権法改正の基本方針Ⅳ』240 頁以下【3.2.4.04】、『中間論的な論点の整理』
354 頁以下。
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うなものとして位置づけるのかといった問題に関わり、消費者契約にと
どまらない広い射程を視野に入れた議論の必要性を示す。
筆者は、前者の問題について、特商法の立法に結実した継続的役務提
11

供契約の適正化を巡る議論が発生した当初より注目し ）、また、後者の
問題に関連して、委任の解除法理の射程に関心を有し、一定の検討を
12

加えてきた ）。さらに、この問題領域に対して説得的な議論を展開する
には、「期間を定める」あるいは「中途での解除の可能性を排除する」
という当事者の合意を前提に、契約内容の確定や契約への介入を行うに
あたっての法規定のあり方や役割（法典における強行規定や任意規定の
設定、異なる観点から設けられる諸カテゴリーや諸準則間の優劣・調整
問題など）について、体系的整理のための基軸を設定し、その体系の中
で上述の問題を的確に位置づけることが必要であると考えるに至ってい
13

る ）。たとえば、消費者契約における中途解除を巡る問題状況への対応
と、事業者間契約としての長期契約の問題とを区別すべきとしても、い
かなる観点から、どのようなレベルで、取り扱いを異にするべきなのか
が問われる。
そもそも、
民法典の強行規定は、
現行法を前提とするかぎり、
消費者契約か事業者間契約か、あるいは市場型契約か組織型契約

14）

か

を問わずに、民法典に規定された要件が充足されれば、当該契約に介入
15

する状況にある ）。また、たとえば、主として事業者間契約における長
期拘束を理由づけるにあたって言及されてきた取引特殊的な投資といっ
た観点が消費者契約の領域において全く意味をもたないかが問われるこ
とになる。普遍的な要素とカテゴリー化の意義が認識されなければなら
ない。
このような問題意識から、本稿は、まず、現行法典において、法典が
予定するカテゴリーと契約への介入の契機として考えられている要素を
11）丸山絵美子「継続的役務提供契約の解消に関する一考察（一）〜（三・完）―ド
イツにおける教育契約とパートナー紹介契約を中心として―」法学 60 巻 4 号 677
頁以下、5 号 892 頁以下、61 巻 5 号 999 頁以下（1996〜1997 年）。
12）丸山絵美子「契約における信頼要素と契約解消の自由（1）〜（7・完）」専修法
学論集 82 号 73 頁以下、86 号 55 頁、89 号 1 頁以下、91 号 67 頁以下、92 号 89 頁以
下、95 号 75 頁以下、96 号 51 頁以下（2001 年〜2006 年）。
13）「分類」の多様性・重層性、類型化の視角を意識的に論じる必要性については、
吉田邦彦「比較法的にみた現在の日本民法―契約の解釈・補充と任意規定の意義」
広中俊雄＝星野英一編『民法典の百年Ⅰ』
（有斐閣 1998 年）549 頁以下が鋭く指
摘するところである。
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横断的に確認し、近代民法典の成立から現在に至るまでの特別法の展開
と民法典改正の状況を、それらに関連する判決例の展開や学説の議論な
どを踏まえつつ、様々な基軸の設定可能性を留保して検討する。
なお、今一度確認すると、本稿でいう「契約における時間的拘束の意
義と限界」とは、
「期間を定める」、
「中途での解除の可能性を排除する」
「中途の解除に対して金銭的負担を課す」
という当事者の合意を前提に、
時間的な拘束にいかなる意義があるのかを検討し、契約の解釈・内容規
制及び立法による制度設計の各レベルで、時間的拘束の肯定・否定又は
限界線引きの根拠を探る作業を意味する。法的に汲み上げるべき契約締
結過程における意思表示の瑕疵等や後発的な相手方の契約違反、客観的
な事情の変動といったものを確認できない場合においてさえ、その意義
と有効性について争いが生じ得る、契約における期間の定めや長期拘束
が検討の対象である。

14）平井宜雄は、継続的契約の概念定義とその解釈を展開するにあたり、「組織型
契約」＝「組織原理と市場原理の混合」、「市場型契約」
＝「市場の法的枠組みを示す
民法とその解釈」という図式を示し、「取引特殊性のある投資（契約目的の代替
性）の有無」という観点によって組織型契約と市場型契約とを区別し、前者にお
いては契約存続への強い要請、たとえば契約期間の定めがあればそれを貫徹する
ことへの強い要請が、契約の解釈や法の適用において考慮されることになると説
く（平井宜雄「いわゆる継続的契約に関する一考察―「『市場と組織』の法理論」
の観点から―」
『星野英一先生古稀祝賀 日本民法学の形成と課題 下』
（有斐閣、
1996 年）697 頁以下。同『債権各論Ⅰ上契約総論』
2008 年）
（弘文堂、
〔75〕〜〔80〕、
〔131〕〜〔144〕）。吉田克己は、市場の中で、企業間取引と企業・市民間取引とを
分け、企業間取引のうちスポット市場における取引は古典的民法によって対応可
能であるが、中間組織には必ずしも古典的民法は適合せず内在規範を参照するこ
とになるとする。そして、内在規範の吸い上げに際しては契約当事者間の公平確
保と公正競争確保による法価値的評価が必要であり、とくに当事者の対等性が欠
如する垂直的取引関係においては、当事者の「真正の意思」を重視する方向を志
向すべきとする。吉田克己は、平井宜雄の長期契約に関する理論を、中間組織の
特性をもつ契約に対する説得的な解釈基準であると評価しつつ、競争秩序維持・
社会経済的弱者保護の観点からの立法的私法的介入の余地を認めておくべきであ
ると述べる（吉田克己『現代市民社会と民法学』（日本評論社、1999 年））。
15）最高裁によって、共同事業型のサブリース契約に借地借家法の適用が肯定さ
れたことは記憶に新しい（最判平成 15・10・21 民集 57 巻 9 号 1213 頁など）
。最
高裁の示した解決については、賃貸借契約という性質決定から単純に借地借家法
の適用を導いた点が批判され、借地借家法 32 条の適用に仮託して業界救済的な
政策判断をしたのではないかとの評価もされている（内田貴「判批」『平成 15 年
度重要判例解説』別冊ジュリスト 1269 号 82 頁）。これも異なる観点から設定さ
れるカテゴリーや準則間の優劣・調整問題がかかわる。
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検討の進め方
本稿では、検討方法として、ドイツ法と日本法との機能的比較を行

う。ドイツ法を取り上げる理由は次の通りである。第一に、ドイツ民法
典においては、「契約における時間的な拘束の意義と限界」にかかわる
法制度について、日本法との類似性がみられるところ、ドイツ民法典は

2001 年に債務法改正を経ており、また今後も EU 法の下にあることによ
る展開が見込まれることから、法規定の役割とあり方を考察する上で有
益な材料を提供してくれると考えられる。第二に、日本とは異なり「契
約における時間的な拘束の限界」にかかわる判決例が一定の蓄積をみせ
る取引分野が存在するため、判決例の集積理由や紛争解決を支える実質
的観点を検討することを通じて、一定の示唆が見込まれる。第三に、日
本の契約理論にもインパクトを与え続けているアメリカにおける契約理
論はドイツの比較法研究あるいは EU の法政策決定においても一定の注
目を集めており、そのような理論の影響が注目される。要するに、日本
の立法や解釈に多大な影響を与えてきたドイツ法が、EU 法化、国際法
の動向、アメリカ契約理論のインパクトといった状況下で、どのような
解釈論・立法論が展開され、実際の判決例や法改正はどのような解決を
示し、それに対し学説はどのような評価を示しているのかをみることは、
日本における解釈論・立法論を考察にするにあたり、一定の示唆を与え
てくれるものと考える。
そして、本稿では、
「契約における時間的な拘束の意義と限界」を検
○ 1 合意された時間的な拘束に対し限界線を引くとい
討していくうえで、
○ 2 期間の定めにかかわらず自由な中途解除を認めるとい
うアプローチと
うアプローチを対比する形をとる。限界線を引くというアプローチは、
当事者による存続期間の定めや一定期間にわたる解除可能性の排除に関
する合意を出発点に、当該期間は契約からの離脱を認めないという内容
での契約が成立していることを認めつつ、これに強行法的に限界を設定
するという思考を採用するものである。これに対し、期間の定めにかか
わらず中途解除を認めるというアプローチは、まず任意法のレベルで、
当事者の期間の定めに関する言明に、契約からの離脱を否定する意味合
いをもたせず、そして消費者契約や約款取引の領域では、中途解除でき
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ることを強行法規化していくという思考を採用するものである。本稿の
構成は、この 2 つのアプローチの異同を明確化したいという意図による。
検討は以下の順番で行う。
第 1 章では、合意による存続期間の設定に対し強行法的に拘束の上限
を設定する法制度や判決例の展開を検討する。具体的には、まず、現行
法典において、時間的な拘束の上限設定にかかわるどのような内容の規
定が置かれているのか、それは立法者や通説的理解によるとどのような
考え・目的に基づいて設定されているのかを確認する。次に、公序良俗
違反の規定や不当条項規制ないし約款規制という観点からの存続期間へ
の介入が、判決例において、具体的にどのように展開しているのかを検
討する。日本においては、時間的な拘束の限界を直接に問うような判決
や議論が乏しいのに対し、ドイツにおいては一定の契約類型においてこ
のアプローチを採用する判決例の蓄積がみられることから、判決例の展
開と学説の議論の中心は、ドイツ法の検討となる。したがって、ドイツ
の判例法や学説の議論の仕方の特徴を描きだし、日本の法状況との相違
を踏まえつつ、日本法を検討する上での示唆を抽出することが第 1 章の
目的となる。
第 2 章では、
「期間の定め」と
「任意規範・強行規範としての中途解除権」
との関係を検討する。中途解除権というトピックでは、
第 1 章と同様に、
ドイツの法状況と関連判決の展開を取り上げるが、このトピックに関し
ては、むしろ、日本において消費者契約を中心に中途解除権を巡る議論
が活発であり、ドイツにはみられないような立法の展開もあることから、
日本の議論状況を詳細に検討のうえ、ドイツ法との比較検討を行うこと
が第 2 章の目的となる。
第 3 章では、第 1 章と第 2 章の検討から、
「時間的な拘束の意義と限界」
という問題に対する、法的アプローチの仕方を整理し、EU 法の動向を
踏まえつつ、一定の解釈指針および今後の立法の方向性を検討する。
なお、本稿は、いわゆる事情変更の原則や再交渉義務は直接の検討対
象としない。時間的な拘束の限界という問題といわゆる事情変更の原則
の問題領域とは連続性があるが、本稿においては、客観的な事情の変動
を主張しない場合でも、なお問題となり得る時間的拘束の意義と限界を
中心に扱う。このような検討対象の限定は、合意による拘束原理の意義
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をより鮮明に描き出すという意図と上述した消費者契約における長期拘
束規制という具体的問題意識の性質によるものである。また、
ここでは、
「契約に拘束することに対する法的介入」に焦点を絞った検討を行い、
継続的取引における存続保障の問題、意思によらない契約的拘束の承認
可能性といった問題は、主たる検討の対象からは外れる。存続保障の問
題は、意思原理の限界という問題意識からすれば重要なテーマであり、
また、長期拘束への法的介入を検討するにあたっては、被解消者の存続
利益が考慮されるという形で連続性を持つものの、検討素材の絞り込み
のためにも検討対象を限定する。したがって、具体的には、契約におけ
る「期間の定め」の有する法的意義、途中での離脱を排除する形で一定
期間継続する契約が成立したと解釈される場合とその契約の効力、そし
て中途解除によって被解除者に生じる損害の考え方などが検討の対象と
なる。今回は、物権法・家族法・信託法の領域および無償行為に属する
問題を考察対象の外に置く。

第 1 章 「期間の定め」と時間的な拘束の限界線引き

序

節

第 1 章では、時間的な拘束に対し、限界線を引く法規定と判例理論の
展開について検討する。日本・ドイツともに、長期の拘束を制限又は緩
1

和する一般民法 ）上の規定が存在し、その内容には一定の共通性がみら
れるものの、日本においては、拘束期間の上限にかかわる判決例の集積
を確認できず、学説の議論も活発ではない。これに対し、ドイツにおい
ては、ドイツ民法典（Bürgerliches Gesetzbuch: BGB）に、典型契約規
定のレベルのみならず、約款規制法としても存続期間を定める条項に対
、また、長期に及ぶ契約拘束に
する上限規制があり（BGB309 条 9 号）
対し、良俗違反規定（BGB138 条）および約款規制法の一般条項（BGB307
1）ドイツにおいては、約款規制法や消費者保護法の一部も民法典に取り込まれてい
ることから、私人間の取引一般に適用を予定する規定を問題とする場合には、一
般民法という言葉を用いる。
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条）を用いて介入する判決例の展開と学説の議論を確認することができ
る。したがって、本章では、ドイツ法の展開の確認が中心となり、若干
の日本の議論状況の確認後、ドイツ法と日本法の比較・検討を行うが、
その際には、ドイツにおける紛争の現れ方や問題へのアプローチの特徴
に留意することとする。
合意によって設定された時間的な拘束に対してその許容される上限を
画するというアプローチとして、具体的には、存続期間の上限を設定す
るような法規定や、期間の定め自体は有効としつつ上限期間の経過後に
一方又は双方に解約告知権を付与する規定、そして許容できる拘束期間
を探求した上で、存続期間に関する合意の一部・全部無効や請求可能な
損害賠償額を算定する判例法理が第 1 章で扱われる。これに対し、序章
でも述べたように、期間の定めにかかわらず一方若しくは双方に付与さ
れる強行規定又は任意規定としての任意解除権、解除自由を出発点とし
た上で、これを制限する合意の有効性を問題とし、若しくは損害賠償に
よる調整を試みるアプローチを採用する判例法理の展開については第 2
章においてこれを扱う。

第1節
Ⅰ
1

ドイツ法

時間的な拘束に限界線を引く法規定
ドイツ一般民法
―典型契約における存続期間に関する規定
ドイツ民法典は、民法総則や債務法総論において、契約の存続期間の

上限を画するような一般的な規定を有さないが、典型契約に関する法規
定のレベルにおいて、特定の契約類型に対し一定期間の拘束を超えた場
2

合に双方又は一方に解約告知権 ）を認める規定が存在する。ドイツでは、
2）ドイツでは、Rüktritt（解除）と Kündigung（解約告知）とが、遡及効の有無と
いう観点から区別されている。日本法の検討においては、この意味での解約告知
に該当する場合でも、日本の法文にあわせた解除の用語を用いるが、ドイツ法の
検討では、ドイツ法の用語にあわせた記述を行う。ドイツでは、解約告知権は、
通常の解約告知権（ordentliche Kündigung）と特別の解約告知権（außerordentliche
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2001 年 11 月 26 日の債務法現代化法によって民法典が改正され、2002 年
1 月 1 日より改正民法典が施行されているが3）、ここで取り上げる諸規定
については、次にみていくように、債務法現代化法による改正によって
大きな修正は加えられていない。
（1）賃貸借契約における存続期間―BGB544 条

BGB544 条4）は、30 年を超える期間で賃貸借契約が締結された場合に、
当事者は賃借物の引渡しを受けてから 30 年経過後は、法定の告知期間
を保持して特別に解約告知できると定める。ただし、BGB544 条は、終
身までという期限で契約が締結された場合には、30 年経過後の解約告
知は許されないとも規定している。この規定は、すべての賃貸借契約・
Kündiging）とに分類される。通常の解約告知権は、期間の定めのない継続的債
務関係において、関係終了の可能性を確保するためのものであって、一定の解約
告知期間を伴うことが多い。特別の解約告知権は、期間の定めにかかわらず、契
約の終了をもたらすもので、特別の一定の要件を満たすことが前提となる。特別
の解約告知権は、多くの場合、即時の解約告知の形をとるが、一定の経過期間が
定められることもある（Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 71 Aufl. 2012, Vorb. v.
§620 (Walter Weidenkaff), Rn. 42―45; 飯島紀昭「継続的債権関係と告知について
（2）―告知理論の体系化のための序説―」成城法学 16 号 37 頁以下（1980 年）も
参照）
。
3）ドイツにおけるこの民法典改正作業は、1981 年から 1983 年に、詳細な、かつ改
正条文案を伴う債務法改正の鑑定意見が学者によって示されたことに始まる。
1984 年には、連邦司法省内に債務法改正委員会が組織され、1992 年に最終報告
書が提出された。その後、改正作業はいったん停止の状態となるが、消費用動産
売買 EC 指令の国内法転換が民法典改正を後押しする形となり、2000 年 8 月に、
連邦司法省の「討議草案」が作成された。この草案を巡る激しい議論を経て、討
議草案の修正・整理案が 2001 年 3 月に公表され、2001 年 5 月に、連邦政府によ
る政府草案が作成され、立法過程で修正を加えられつつ、2001 年 11 月 26 日に債
務法現代化法の成立に至り、2002 年 1 月 1 日より改正民法典が施行された。20 世
紀末に開始し、21 世紀に実現をみた民法典改正のコンセプト・狙いは、民法典
に判例法や特別私法を取り込むことによって、私法秩序の透明性・整合性を確保
するとともに、国際的統一ルールを参照することによって国際的調和を獲得する
こと（EU 統一私法に向けて主導をとれるような国内債務法の現代化）にあった。
ドイツ債務法改正の全体的な経緯については、下森定＝岡孝編『ドイツ債務法
改正委員会草案の研究』
（法政大学出版局、1996 年）、潮見佳男「ドイツ債務法
の現代化と日本債権法学の課題」
『契約法理の現代化』
（有斐閣、2004 年）339 頁
以下〔2001 年度京都大学法学会春季学術講演会原稿に全面加筆〕、岡孝編『契約
法における現代化の課題』
（法制大学出版局、2002 年）、半田吉信『ドイツ債務
法現代化法概説』（信山社、2003 年）など参照。
4） BGB544 条 賃貸借契約が 30 年を超える期間で締結された場合には、各当事
者は、賃借物の引渡から 30 年経過後は、法定の解約告知期間によって特別に解
約告知できる。契約が貸主又は借主の終身で締結された場合には、解約告知は許
されない。
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5

用益貸借契約に適用される ）。

BGB 起草当時の立法理由によれば、利用に時間的な限定があること
は賃貸借契約の概念からして賃貸借に本質的なものであり、国民経済的
理由から（aus volkswirtschaftlichen Gründen）
、永賃貸借（Erbmiete）や
類似の関係を排除するために、この規定が設けられたと説明されてい
6

る ）。これは、あたかも買主が物権を得たような地位につき、賃貸目的
物が市場から奪われることを回避するためであると敷衍して説明され
7

る ）。そして、このような立法理由からも、通説は、BGB544 条を強行規
8

定と解している ）。もっとも、BGB544 条に反して、解約可能性を排除し
た 30 年以上の存続期間を合意したとしても、賃貸借契約自体が無効と
なるわけではない。合意自体は有効なまま、各当事者は、BGB544 条 1
文によって、目的物引渡しから 30 年経過後は、法定の告知期間を保持
、解約告知できるということ
して（BGB575a 条、BGB580a 条 4 項参照）
になる。これは、あくまで契約存続のイニシアチブは、契約当事者のみ
に留保されていることを意味することから、先に示した見解の言うよう
に、この規定が市場における賃借物の流通確保（国民経済的理由）を意
図するものであるならば、この目的はこの規定によって完全には達成で
きないことになろう。また、この解約告知権の例外として、一方契約当
事者の終身という形でその存続が合意された場合、終身という期限が尊
、このような形での
重される旨が規定されているが（BGB544 条 2 文）
期限の定めは、永賃貸借とならないため、その種の内容を定めた契約当
9

事者の個人的な動機づけを尊重するというのが立法趣旨である ）。30 年
という期間は、事実上の継続ではなく、法律上の拘束であることを前提
5）Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2011, §544 BGB (Volker
Emmerich), Rn. 2.
6）Benno Mugdan (Hrsg.), Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch
für das Deutsche Reich, Bd. 2 [Mugdan II], 1899, S.230; Staudinger/Emmerich, Fn.
5, §544 BGB Rn. 1; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 6 Aufl.
2012, §544 BGB (Hans-Jürgen Bieber) Rn. 3.
7）Hubert Blank (Hrsg.), Schmidt-Futterer Mietrecht Kommentar, 10 Aufl. 2011, §544
BGB (Siegbert Lammel) Rn. 1.
8）Soergel Bürgerliches Gesetzbuch, 13Aufl. 2007, §544 BGB (Walther Heintzmann),
Rn. 1; Staudinger/Emmerich, Fn. 5, §544 BGB Rn. 1; MünKomm/Bieber, Fn. 6,
§544 BGB Rn. 2.
9）Schmidt-Futterer/Lammel, Fn. 7, §544 BGB Rn. 1.
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10

とする ）。条文から明らかなように、解約告知に必要な経過期間の起算
11

点は、賃借物の引渡時であり、契約締結時ではない ）。

BGB544 条の規定内容は、債務法改正においては特に注目されること
はなく、債務法現代化法による改正前の旧 BGB567 条をほぼそのまま引
き継いだ内容となっている。
（2）雇用契約における存続期間―BGB624 条

BGB624 条12）は、被用者、雇用主若しくはその他の第三者の終身とい
う形で、又は 5 年を超える期間で雇用契約が締結された場合、被用者
は、5 年経過後については 6 か月の解約告知期間を保持して雇用関係を
13

解約告知できると規定している ）。BGB624 条はあらゆる雇用契約に適
用されるものであったが、労働契約については、2001 年 1 月 1 日に施
行されたパートタイム・有期労働契約法（Gesetz über Teilzeitarbeit und

befristete Arbeitsverträge: TzBfG）の 15 条 4 項が、本条の特別法となっ
14
ている ）。したがって、BGB624 条の主たる適用領域は、現在は、独立
15）

的雇用契約

であると言える。本条が代理商にも類推適用されるのかに

ついては争いがあるが、雇用の要素が主である場合に、認めてよいとす
16

る見解が多い ）。なお、5 年の期間の起算点について、多数見解は、契
10）Soergel/Heinzmann, Fn. 8, §544 BGB Rn. 3.
2001 年の改正時に明確化された。Drucksachen des Deutschen Bundestages
11）これは、
(BT-D.), 14/4553, S. 44.
12）BGB624 条 雇用関係がある人の終身にわたる期間において、または 5 年より
も長い期間において合意された場合には、この雇用関係を、義務者は、5 年経過
後は解約告知できる。解約告知期間は 6 か月である。
13）BGB624 条の成立過程・立法理由を検討するものとして、高橋眞「長期間の勤
務年限が約定された雇用契約の規律について―六二四条覚書―」石部雅亮編『ド
イツ民法典の編纂と法学』（九州大学出版会、1999 年）353 頁以下。
14）労働契約については、そもそも有期労働契約の締結に対して制約がある
（TzBfG14 条 1 項参照）。
15）ドイツにおいては、いわゆる労働契約のほか、弁護士、税理士など自由業者と
の契約、その他様々な独立事業者との有償のサービス契約（教育契約、パートナー
紹介サービスなど）が、結果の保証がなされない限り、民法上の雇用契約と性質
決定される。したがって、従属性を要素として理解する日本の雇用契約概念とド
イツの雇用契約概念にはずれがあることになる。
16）Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 5 Aufl. 2009, §624 BGB
(Martin Henssler) Rn. 4; Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
2012, §624 BGB (Urlich Preis), Rn. 4; Heinz Georg Bamberger＝Herbert Roth,
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3 Aufl. 2012, §624 BGB (Maximilian
Fuchs) Rn. 2.
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約成立時からではなく、役務給付開始時点からと考えるが、これには異
17

論もある ）。

BGB624 条の起草過程における第一草案の段階では、10 年を超える、
又は終身の雇用契約を規制することが議論されていた。第一草案の理由
書では、雇用契約において一定期間を超える束縛を許さないことは社会
政策的かつ国民経済的理由から根拠づけられるが、無効とするのではな
18

く解約告知権を与えることで十分であり ）、また、双方に対して 10 年ま
での拘束は認められてよいとされている。そして、このような規定は、
被用者が自身で給付を行うことに義務づけられる場合を対象とし、代替
19

可能性のある給付を行う場合には適切ではないと言われていた ）。第二
20

委員会の段階で、10 年から 5 年への拘束期間の変更が行われたが ）、そ
の際に、10 年の拘束を認めることは被用者の人格的自由を過度に制限
し、経済的活動の自由について拡大を目指す現代的な流れに矛盾するこ
と、外国人労働者の自由が過度に制約されることが懸念されること、雇
用主の契約維持の利益と被用者の人格的自由の保護とが調整されるべき
ことなどに言及され、また逆に、5 年ではなく 3 年という提案に反対す
る理由として、5 年より短くすることは目的適合的でもないし、社会政
策的利益によっても要請されていないこと、雇用主が被用者の転居費用
21

などを負担しなくなるだろうといったことが説明されている ）。現在の
学説やこれまでの判例は、本条について、被用者が人格的自由・職業選
択上の自由を過度に制限されることを回避するという目的を強調する傾
向にあり、また、契約上の義務が、個人の一身専属的なものである場合
には、長期の契約関係は、一定の期間経過後の終了が可能なものでなけ
ればならないという一般的な法思考の現れであるといった説明もみられ
22

る ）。
17）MünKomm/Henssler, Fn. 16, §624 BGB Rn. 7; Bamberger/Fuchs, Fn. 16, §624
BGB Rn. 6; Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 13 Aufl. 2011, §624 BGB (Datlev W.
Belling) Rn. 5.
18）Mugdan II, Fn. 6, S. 260, 300; Staudinger/Preis, Fn. 16, §624 BGB Rn. 1.
19）Mugdan II, Fn. 6, S. 260f..
20）Hornst Heinrich Jakob/Werner Schubert (Hrsg.), Die Beratung des Bürgerlichen
Gesetzbuchs, Recht der Schuldverhältnisse II, 1980, (Die Beratung SchuldR II) S.
808.
21）Mugdan II, Fn. 6, S. 912.
22）MünKomm/Henssler, Fn. 16, §624 BGB Rn. 1.
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起草当時から、このような存続期間の規制と良俗違反との関係は意識
され、BGB624 条は他の事情が加わらない限り、その長さだけでは良俗
違反とならない契約、良俗違反とは異なる理由から憂慮される契約に対
して、被用者にのみ解約告知権を付与するものであり、それがまさに
23

社会政策的・国民経済的理由であると説明されている ）。現在において
も、原則として、長さだけを理由に、BGB138 条の良俗違反は根拠づけ
られないので、このような規定が必要であるという説明は踏襲されてい
24

る ）。

BGB624 条は、雇用主側が 5 年を超えて、あるいは終身にわたって
拘束されることを妨げるものではない。BGB624 条は強行規定である
25

26

が ）、解約告知期間の短縮は可能である ）。
雇用契約について債務法改正鑑定意見を示した Manfred Lieb は、

BGB624 条について、今日におけるその僅かな適用領域にかかわらず、
27

重要な法原理を示すものとして維持すべきと述べていた ）。その後の債
務法改正に関する議論の過程では本条は特に注目されることなく、債務
法現代化法改正前の条文がそのまま維持されている。
（3）金銭消費貸借における固定金利と存続期間―BGB489 条
金銭消費貸借契約に関する BGB の規律は度重なる改正を経ている領
域であり、債務法現代化法による改正後も、EU の消費者信用指令の改
28

29

正を受け ）、BGB の 2009 年改正が行われている ）。金銭消費貸借におけ
る「期間の定め」と期限前返済・解約告知に関する規定もこれらの改正
による変化があるため、以下では、最終改正後の条文を確認しつつ、こ
れまでの変遷も確認することとする。

23）Mugdan II, Fn. 6, S. 259―260.
24）Staudinger/Preis, Fn. 16, §624 BGB Rn. 1.
25）Staudinger/Preis, Fn. 16, §624 BGB Rn. 7.
26）MünKomm/Henssler, Fn. 16, §624 BGB Rn. 12.
27）Manfred Lieb, Dienstvertrag, Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des
Schuldrechts, Bd. III., 1983, S. 204
28）RL2008/48/EG, Abl2008Nr. L133/66. 2008 年ヨーロッパ消費者信用指令の内容
については、谷本圭子「2008 年ヨーロッパ消費者信用指令（2008/48/EC）につ
いて」立命館法学 336 号（2011 年）441 頁以下に紹介がある。
29）BGBl. I 2009, S. 2355.
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BGB489 条30）は、その 1 項において、期間の定めのある固定金利での
金銭消費貸借契約の場合、
借主は、
金利拘束の終了する日以降に向けて、

1 か月の解約告知期間を伴う解約告知ができること（1 号）、10 年の経過
後は、半年の予告期間をおいて借主は解約告知できること（2 号）を定
め、そして 2 項において、変動金利の場合は、3 か月の解約告知期間を
保持すればいつでも借主は解約告知できることを定めている。なお、
BGB489 条 3 項により、解約告知の時点から 2 週間以内に借入金を返還
しない場合、解約告知は効力を生じないものとされる。期間の定めのな
31）

い金銭消費貸借については、BGB488 条 3 項

が 3 か月の告知期間を保

持して、さらに無利息の場合には、随時に、借主又は貸主は解約告知で
きるとしている。BGB は、返済期限の定めの有無、及び利息が固定か
変動かに応じて異なる存続期間・解約告知（繰り上げ返済）にかかわる
規定を置いていることになる。BGB489 条 4 項において明らかとされて
いるように、BGB489 条 1 項 2 項の解約告知規定は強行規定である。注
意すべきは、現在、消費者金銭消費貸借契約については、別に規定が用
30）BGB489 条 1 項 借主は、固定金利を伴なう消費貸借契約を、全部または一部
解約告知できる、
1 号 金利の拘束が、返済のために定められた期間の経過前に終了し、かつ利
率に関する新たな合意が取り決められない場合には、早くとも、金利の拘束が
終了する日の経過に向けて、1 か月の解約告知期間を保持して；1 年までの定
められた期間の中で金利の適合が合意される場合には、借主は、金利拘束の終
了する日の経過に向けてのみ、解約告知できる。
2 号 あらゆる場合において、完全な貸付金の受領から 10 年経過した後、6 か
月の解約告知期間を保持して；貸付金の受領後、返済又は利率に関して新たな
合意が行われた場合には、この合意の時点が、貸付金交付の時点に替わる。
2 項 借主は、変動利率を伴う消費貸借契約を、いつでも 3 か月の解約告知期間
を保持して解約告知できる。
3 項 借主が義務づけられた額を、解約告知が効力を生じてから、2 週間以内に
返還しない場合、1 項又は 2 項による借主の解約告知は効力を生じない。
4 項 1 項又は 2 項による借主の解約告知権は契約によって排除または困難にす
ることはできない。これは、連邦、連邦の特別財産、州、地方公共団体、市町村
連合、
ヨーロッパ共同体、
または海外の地域団体への貸付においては適用されない。
5 項 利率とは、1 年ごとに要求される貸付金に適用される固定又は変動の割合
である。利率は、次の場合に、固定的である、すべての契約期間に対して、変動
しない割合数字で示された 1 つ又は複数の利率が合意されている場合。全契約期
間に対して金利の拘束が合意されていない場合、利率は、
固定的な割合数字によっ
て定められた期間につてのみ、固定的なものとなる。
31）BGB488 条 3 項 貸付金の返済について期間の定めがない場合には、返済期
は、貸主または借主の解約告知に依ることになる。解約告知期間は、3 カ月であ
る。無利息の場合には、借主は、解約告知をしなくも、返済する権利がある。
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意されていることである。2009 年改正前までは、旧 BGB489 条 1 項にお
いて、消費者契約についての規定が存在し、消費者たる借主は、貸付金
受領後 6 か月を経過すれば、3 カ月の解約告知期間を保持して契約を解
32

約告知できることをその内容としていた ）。しかし、2009 年改正によっ
て、消費者金銭消費貸借については、現行 BGB500 条 502 条が、期限前
の返済を認めつつ、これに対する貸主からの損害賠償の請求額を規制す
るという内容を規定するに至っている。一定の拘束期間経過後に解約告
知を認める規定から期限前返済の自由と損害賠償額の規制とを組み合わ
せる規定内容への改正については、第 2 章で詳しく取り上げることとす
る。
ところで、2009 年改正前の旧 BGB489 条は、2001 年の債務法現代化
法による改正前には、旧 BGB609a 条として存在していたものであり、
また、旧 BGB609a 条は、1987 年の改正による旧 BGB247 条

33）

の廃止に

伴い導入された規定である。ドイツにおける現行 BGB489 条の意義を理
解するには、金利規制と解約告知権付与に関する旧 BGB247 条以来の改
34

正の経緯を確認する必要がある ）。旧 BGB247 条 1 項は、年 6％よりも高
い金利が合意された場合には、債務者は、6 か月経過後は、6 か月の解
約告知期間を保持して、元本について解約告知できるとしていた規定で
ある。この規定が設けられた背景には、金銭貸与について利息の支払い
を受けることが倫理的観点や金銭の本性（金銭はそれ自体では果実を産
まないと考えられていた）から禁止・制限されていた時代から、19 世
紀半ばに金銭の機能が変化しヨーロッパの多くの国で利息徴収を許容す
る時代へと移行し、その時代にドイツの各州において金利自由化とと
もに借主保護のための期限前返済権（解約告知権）が導入されていた
32）旧 BGB489 条 1 項 借主は、定められた期間に対して、固定金利が合意されて
いる消費貸借契約を、以下の場合に、全部または一部解約告知することができ
る、…… 2 号 貸付が消費者に対して行われ、かつ不動産担保権や船舶担保権
によって担保されていない場合には、完全な貸付金の受領から 6 か月を経過した
後、3 か月の解約告知期間を保持して。
33）旧 BGB247 条 1 項 年 6％よりも高い金利が合意された場合には、債務者は、6
か月経過後は、6 か月の解約告知期間を保持して、元本を解約告知できる。この
解約告知権を契約によって排除または制限することはできない。2 項（略）
34）旧 BGB247 の沿革、BGB609a 条の導入の経緯は、主として、Christoph Brandts,
Das Recht zur vorzeitigen Darlehenskündigung gemäß §609a BGB unter besonderer
Berücksichtigung des auslandsbezogenen Kreditgeschäfts, 1996 を参照した。
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ところ、BGB 起草時にもこれが維持されるべきとして設けられたとい
う経緯がある。BGB 起草当時、金利の自由という考え方を維持するこ
とを前提に、これまでのライヒ法を変更する理由はないなどして、旧

BGB247 条の解約告知権の導入が決定されたのである35）。BGB の起草過
程における議論では、商人への貸付の場合を適用除外とする前提であっ
たが、これを商法典（HGB）の起草に委ねたところ、HGB ではこの適
用除外規定が設けられず、結果として、旧 BGB247 条は商人への貸付に
も適用される広い射程をもつ規定となった。その後、旧 BGB247 条はむ
しろ商人への貸付において利用され、固定金利による長期貸付を渋らせ
る原因となっているとして、激しく批判されるようになる。主たる批判
○ 1 旧 BGB247 条の解約告知権は、利息をとること自体に対する偏
点は、
見に依るもので、利息の国民経済的な機能を知らなかった時代的背景と
○ 2 債権者が一方的に金利変
結びついており、現代には妥当しないこと、

○ 3 旧 BGB247
動のリスクを負担することになる正当化根拠がないこと、

条により、金融機関は長期の固定金利による貸し付けを行わなくなり、
36

最終的には借主の不利になること、などであった ）。このような議論を
経たうえで、単純な旧 BGB247 条の廃止ではなく、旧 BGB489 条とほぼ
同じ内容をもつ旧 BGB609a 条が導入されたのである。旧 BGB609a 条は、
起草者によれば、契約法の基本原理を維持しつつ、借主と貸主双方の利
益の適切な調整を表明するものであり、最低限の保護の確保の下で双方
的な契約拘束の原理を示し、貸主・借主の間の金利変更リスクを均衡の
37

とれた形で配分する規定であると説明されている ）。旧 BGB489 条では
用語の整理は行われているものの、内容的には旧 BGB609 条ａを引き継
ぐものであった。
そして、現 489 条は、消費者金銭消費貸借に関する規定を除き、旧
BGB489 条を内容的にはほぼ引き継ぐものである。現行 BGB489 条 1 項
1 号及び 2 項は、固定金利の終了にあたって、借主に利息を交渉するた
めの武器を与えるもの、すなわち貸主による濫用的な金利決定から借主
35）Mugdan II, Fn. 6, S. 107―109; Vgl., Brandts, Fn. 34, S. 59―61.
36）Claus-Wilhelm Canaris, Die Kreditkündigung gemäß §247 BGB und der Wandel
der Normsituation, WM1978, 686, ders., Die Pflicht des Gesetzgebers zur Reform
von §247 BGB, WM1982, 254; Vgl. Brandts, Fn. 34, S. 67―72.
37）BT-D. 10/4741, S. 21f.; Vgl. Brandts, Fn. 34, S. 6―12.
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38

を保護することを目的とする規定であると言われる ）。消費者に限定さ
39

れない、一般的な債務者保護規定であるが ）、解約告知をした場合、借
主は貸付金を返還しなければならず、取引費用もかかることから、とり
わけ資力の乏しい借主にとって、それほど保護にならないことも指摘さ
40

れている ）。BGB489 条 1 項 2 号は、固定金利の金銭消費貸借に対し絶対
的拘束期間の上限を定め、これによって一方では、長期の貸付を可能と
するととともに、他方では、時代にあわなくなった金利への拘束回避
や是認できないほどに借主の経済活動の自由を制限することを回避する
41

ことを狙うものであると説明されている ）。そして、この規制が潜在的
42

な競争条件の改善にも寄与することが指摘される ）。もっとも、このよ
うな規定のあり方が法政策的に妥当であり、利害適切な規定となったか
43

については、旧 BGB609 ａ条の導入当時から議論がある ）。商人や公法
人との関係では、強行法としての解約告知権の必要性に疑問が示されて
きたが、2009 年改正では、この状況は維持された。消費者金銭消費貸
借については、期限前返済の制限自体に疑問が提起されてきたところ、

2009 年改正では、消費者信用 EC 指令の改正を受け、前述のとおり、期
限前返済の自由を原則として認める内容を有するに至っている。
（4）組合における終身という「期間の定め」の許容性―BGB724 条

BGB724 条は、組合が、ある組合員の終身まで継続するという形で合
意された場合には、組合員は、期間の定めのない組合の場合と同じ方法
44

で、解約告知できると規定している ）。BGB723 条 1 項 1 文によれば、期
38）Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2011, §489 BGB (Peter
O. Mülbert), Rn. 7; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 6 Aufl.
2012, §489 BGB (K.P. Berger) Rn. 3, 8; Barbara Dauner-Lieb＝Werner Langen
(Hrsg.), BGB Schuldrecht NomosKommentar, 2012, §489 BGB (Gerd Krämer＝
Miriam Müller) Rn. 2.
39）Staudinger/Mülbert, Fn. 38, §489 BGB Rn. 6.
40）Staudinger/Mülbert, Fn. 38, §489 BGB Rn. 9.
41）Staudinger/Mülbert, Fn. 38, §489 BGB Rn. 11; MünKomm/K.P. Berger, Fn. 38,
§489 BGB Rn3.
42）Staudinger/Mülbert, Fn. 38, §489 Rn. 11: Mülbert は、長期拘束規制の競争政策
にかかわる規範目的から明らかとなる 10 年の限界線は、他の継続的債務関係に
も妥当するはずであると説く。
43）Brandts, Fn. 34, S. 80 ff..
44）BGB724 条 組合がある組合員の終身にわたるものとして合意された場合には
期間の定めのない組合に対する場合と同様の方法で解約告知され得る。同じこと
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間の定めのない組合は、各組合員がいつでも解約告知できるとされてい
るところ、BGB724 条は、終身という期限の定め方を問題とする規定で
ある。これは、長期拘束の限界を定める規定とは異なるものと言えるが、
このような規定と長期拘束の限界との関係を確認するためにも、ここで
取り上げることとする。

BGB724 条前段について、第一草案理由書は、終身期間で生じている
組合は、多くの場合、組合員の軽率さ、自己欺瞞、幻想から生じてい
るものであり、これに対応することが規定の目的であると説明してい
45

る ）。しかし、このような説明によれば、期間が確定はしているが、一
組合員の終身を超えるような長さで拘束するような契約もまた問題とさ
れるべきところ、通説によればそのような場合に対する類推適用は認め
られず、また長期に及ぶ期間の定めは、むしろ、共同の事業を見据えて
の当事者の特別の拘束意思をあらわしているともいえることから、軽率
さからの保護を持ち出す立法理由にはその説得性が疑わしいと批判され
46

ている ）。このような理由に代えて、学説の一部によって主張されてい
る「個人の自由と相容れない終身にわたる拘束を制限する」という目的
の理解に対しては、賃貸借においては終身という拘束期間の定めが許さ
れていることや、終身という形よりも長い期間で設定された場合につい
て現行法は規制しようとしていないということから、やはりその説得性
47

について疑問が示される ）。現在、学説において有力な BGB724 条の目
的に関する説明は、BGB724 条前段は、組合員を、「見通すことのでき
48

ない拘束から保護しようとするものである」という理解である ）。この
ような理解に立った場合、終身にわたる拘束における予見困難は、その
長さに関してというよりも、関係解消の時点が予見できないという点に
存在することになる。

BGB724 条前段は、終身という形での拘束には効力が認められないと
は、組合が定められた期間の経過後に黙示的に更新された場合にも妥当する。
45）MugdanII, Fn. 6, S. 347.
46）Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 5 Aufl. 2009, §724 BGB
(Peter Ulmer＝Carsten Schäfer) Rn. 2.
47）MünKomm/Ulmer＝Schäfer, Fn. 46, §724 BGB Rn. 3.
48）Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2003, §724 BGB (Stefan
Habermeier) Rn. 1; MünKomm/Ulmer＝Schäfer, Fn. 46, §724 BGB Rn. 4; Erman/
Harm Peter Westermann, Fn. 17, §724 BGB Rn. 1.
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いう点においては強行的であると解されている（それに対し、黙示の更
49

新の場合に関する後段は解釈準則と解されている） ）が、法律効果の側
面において、期限の定めのない契約と同視されるという点は強行的なも
のではないと解するべきであると言われる。すなわち、通説的見解は、
組合の目的や当事者の意思から別のことが意図されていることが明らか
とならない限りにおいてのみ、期限の定めのない契約と同視されると解
50

釈すべきという ）。
この BGB724 条も債務法現代化法前の条文がそのまま維持されている。
2

約款規制法による存続期間条項の規制

（1）約款規制法の適用対象
債務法現代化法によるドイツ民法典改正前までは、ドイツ約款規制法
（Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

AGBG）として存在し、現在はドイツ民法典に取り込まれているドイツ
の約款規制法は、約款使用者の相手方における契約への意思的関与の希
薄化に着目して、約款使用者に、信義則に基づいて相手方の利益の顧慮
51

を要求するという考え方により約款を規制するものである ）。約款であ
ることを法による契約への介入の契機とする場合、その保護の対象は消
52

費者に限定されないことになる ）。もっとも、約款規制法に掲げられて
いる不当条項リストは、事業者間取引には介入しないことから（BGB310
条 1 項、旧 AGBG24 条）
、不当条項リストは、直接的には、立法時に保
護の必要性が強調された消費者契約を対象としており、ここで取り上げ
る存続期間条項規制も、条文上は、消費者契約にのみ適用が予定される
ことになる。不当条項リストの規制要件が満たされない場合や事業者間
取引における約款上の存続期間条項に対しては、不当条項規制のための
49）MünKomm/Ulmer＝Schäfer, Fn. 46, §724 BGB Rn. 1; Erman/Westermann, Fn.
17, §724 BGB Rn. 1.
50）MünKomm/Ulmer＝Schäfer, Fn. 46, §724 BGB Rn. 9; Staudinger/Habermeier, Fn.
48, §724 BGB Rn. 2.
51）Manfred Wolf＝Walter F. Lindacher ＝ Thomas Pfeiffer (Hrsg.), AGB-Recht
Kommentar, 5 Aufl. 2009, Einl., (Thomas Pfeiffer), Rn. 3―4, 14―17; Peter Ulmer＝
Hans Erich Brandner ＝Horst-Diether Hensen (Hrsg.), AGB-Recht Kommentar
zu den §§305―310 BGB und zum UKlaG, 11 Aufl. 2011, Einl., (Peter Ulmer＝
Mathias Habersack), Rn. 47―51.
52）Wolf/Pfeiffer, Fn. 51, Einl., Rn. 20.

〈22〉 契約における時間的な拘束の意義と限界（1）（丸山）

一般条項（BGB307 条）による規制が問われることになる。
なお、ドイツの約款規制法（BGB305 条〜BGB310 条）にいう「約款」
53）

は、現在、BGB305 条

において定義されている。約款とは、契約の一

方当事者が、契約の締結に際して他方当事者に設定する、多くの契約に
用いるために予め定式化された契約条件のことであるが、当事者間にお
いて個別に交渉された条項は、普通取引約款とならない。そして、約款
使用者の作成した約款は、その存在が契約相手に示されるか、契約締結
の態様によって提示が困難な場合には、掲示され、かつ相手方にその認
54

識可能性が与えられている場合に、契約の内容に組み込まれる ）。約款
規制法にいう約款に該当する限り、BGB305 条以下の規制が及ぶことに
なるが、BGB310 条 1 項 2 項 4 項

55）

に、その規制の一部または全部が排

53）BGB305 条 1 項 普通取引約款とは、一方契約当事者（約款使用者）が、相手
方に対し契約締結時に提示する、多数の契約締結のために予め定式化されたすべ
ての契約条件である。諸条項が、外見上区別された契約の構成要素となるか、ま
たは契約書自体に置かれているか、それがいかなる範囲を有するか、それがいか
なる種類の文書として起草されているかは、問題ではない。普通取引約款は、契
約条件が契約当事者間において個別に交渉されている限りにおいて、存在しない。
2 項 普通取引約款は、約款使用者が契約締結に際して：1 号 相手方に対して、
明確に指示されるか、又は契約締結の態様から明示的な指示がかなり困難である
場合には、契約締結場所において明確に視認できる交付によって、それを指示し
た場合で、かつ 2 号 相手方に対して、期待し得る方法で、約款使用者が認識
できる相手方の身体的障害を相当に考慮した上で、その内容を認識する可能性を
もたらし、かつ、
相手方がその効力を理解した場合にのみ、契約の構成要素となる。
3 項 契約当事者は、特定の種類の法律行為に関し、2 項に述べられた要件の顧
慮の下、あらかじめ普通取引約款の効力について合意できる。
54）ドイツ約款規制法における約款の意義、約款の組み入れ・契約内容化の問題に
ついては、河上正二『約款規制の法理』
（有斐閣、1988 年）、石原全『約款法の
（信山社、2006 年）など
基礎理論』
（有斐閣、1995 年）、同『約款による契約論』
に詳しい検討がある。
55）BGB310 条 1 項 305 条 2 項 3 項、308 条並びに 309 条は、事業者、公法上の法人、
又は公法上の特別財団に対して用いられる普通取引約款には適用されない。307
条 1 項並びに 2 項は、1 文の場合において、308 条 309 条に挙げられた契約条項が
無効となる場合においても、適用される。商取引上妥当している慣行および慣習
が適切に考慮されなければならない。1 文の場合において、307 条 1 項並びに 2 項
は、契約締結時点で妥当する形式で建築工事発注契約規定 B（VOB/B）が内容的
逸脱なしにすべて取り込まれている契約に対しては、個々の条項の内容規制に関
して適用されない。
2 項 308 条および 309 条は、供給網から電気、ガス、遠隔暖房並びに水を特別
顧客に対して供給する電気、ガス、遠隔暖房および水の供給事業者の契約に対し
ては、供給条件が電気、ガス、遠隔暖房並びに水を一般料金顧客に供給するため
の普通取引約款に関する法規命令を、顧客に不利に逸脱していないかぎりで、適
用されない。1 文は、汚水処理に関する契約にも準用される。
4 項 本章は相続法、家族法、および会社法の領域での契約、ならびに労働協約、
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除される場合（適用除外の範囲）が定められている。
（2）継続的債務関係における存続期間条項の規制（BGB309 条 9 号）

BGB309 条 9 号56）は、商品の定期的供給又は役務・請負の定期的な提
供を目的とする継続的債務関係において、相手方を 2 年を超えて拘束す
る存続期間を設定する条項、その都度 1 年を超えて拘束する契約関係の
黙示の更新条項、3 か月を超える解約告知期間を定める条項を、評価の
余地なく（ブラックリストとして）無効としている。適用除外として、
組となって販売される物品の供給に関する契約、保険契約並びに、著作
権法上の権利若しくは請求権の保有者と著作権及び類似の保護権の擁護
に関する法律にいう著作権利用組合との間の契約が挙げられている。

BGB309 条 9 号（旧 AGBG11 条 12 号）は、約款使用者の相手方を、
57

長すぎる契約による拘束から保護すること ）、すなわち顧客の決断の自
58

由及び経済的な処分自由性を保護することを目的としている ）。また、
契約の拘束が終わってはじめて同種商品を新たに市場で求めることにな
るため、規定は、間接的に、市場における競争機能の保護も目的として
59

いると言われている ）。さらに、契約の存続期間中、消費者に、事情変
就業規則、勤務所内合意には適用されない。労働契約への適用に際しては、労働
法上認められている特殊性が考慮されなければならない。305 条 2 項、3 項は、
適用されない。労働協約、就業規則、事業所合意は、307 条 3 項の意味における
法規定と同視される。
56）BGB309 条 法律上の規定からの逸脱が許されている場合であっても、以下の
条項は、普通取引約款においては無効である。
9 号（継続的債務関係における存続期間）
約款使用者による商品の定期的供給又は役務提供若しくは請負給付の定期的提
供を目的とする契約関係において、
a）相手方を、2 年を超えて拘束する契約の存続期間、
b）相手方を、その都度 1 年を超えて拘束する契約関係の黙示の更新、
c）相手方の負担で、当初予定された契約の存続期間又は黙示に更新された
契約の存続期間の満了前における 3 か月を超える解約告知期間；
本号は、組となって販売される物品の供給に関する契約、保険契約、及び著作
権法上の権利並びに請求権の保有者と著作権並びに類似の保護権の擁護に関す
る法律にいう著作権利用組合との間の契約に対しては、適用されない。
57）Wolf/Dammann, Fn. 51, §309 Nr. 9 BGB, Rn. 1.
58）Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 4 Aufl. 2001, §11 Nr. 12
AGBG (Jürgen Basedow), Rn. 1; Ulmer/G. Christensen, Fn. 51, §309 Nr. 9 BGB
Rn. 1; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 6 Aufl. 2012, §309

Nr. 9 BGB (Wolfgang Wurmnest), Rn. 1.
59）MünKomm/Basedow, Fn. 58, §11 Nr. 12 AGBG Rn. 1; Ulmer/G. Christensen, Fn.
51, §309 Nr. 9 BGB Rn. 1; MünKomm/Wurmnest, Fn. 58, §309 Nr. 9 BGB Rn. 1.

〈24〉 契約における時間的な拘束の意義と限界（1）（丸山）

動の危険又は商品・役務の利用可能性若しくは必要性の危険が割り当て
られることになり、そのような危険からの消費者の保護という目的があ
60

るという説明もみられる ）。
条文には「継続的債務関係における存続期間」というタイトルがつけ
られているものの、BGB309 条 9 号はすべての継続的債務関係に適用さ
れるわけではない。保険契約、著作権等保有者と著作権利用組合との契
約、相続法、家族法、組合法やエネルギー供給契約などは、適用除外と
。また、
そもそも、
されている（BGB309 条 9 号 2 文、BGB310 条 2 項 4 項）
定期的な商品の供給、定期的な役務提供や請負給付という要件にあては
まる契約関係にのみ BGB309 条 9 号の適用対象は限定されており、賃貸
借型の契約や消費貸借型の契約などは含まれていない。AGBG の起草
当時、研究グループの報告段階では、動産リースについても規制を及ぼ
61

すことが予定されていたが ）、その後の審議の過程で、規制の対象外と
62

された ）。

BGB309 条 9 号が適用される定期的な商品の供給としては、新聞、雑
誌、食品などの定期購入が典型例として挙げられる。明文によって「組
となって販売される商品の供給」契約（たとえば、複数巻で構成される
百科事典の引き渡しが分割して行われる場合）が適用除外とされてい
るが、そもそも「組となって販売される」と言えるかどうかにかかわら
ず、供給すべき全体量が確定している場合に、このような契約関係は本
来的な意味での継続的債務関係ではないとして、規制の対象から外れる
か否かが問題となる。注釈書等における説明の仕方には違いがみられ
る。継続的債務関係とは、給付義務の全範囲が、期間によって確定され
る法律関係であり、給付の範囲が時間に左右されない形で確定される
場合には、BGB309 条 9 号の意味での継続的債務関係ではないという説
63

明 ）、時間に左右されるかどうか、全体量が合意されたかどうかは重要
ではなく、まさに「組となって販売される」と言える場合だけを、適用
60）Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2006, §309 Nr. 9 BGB
(Dagmar Coester-Waltjen), Rn. 1.
61）Teilbericht I (Vorschläge zur Verbesserung des Schutzes der Verbraucher gegenüber
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Erster Teilbericht der Arbeitsgruppe beim
Bundesminister der Justiz, 1974), S. 83ff..
62）BT-Drucks., 7/3919, S. 37; BT-Drucks., 7/5422, S. 9f.
63）Wolf/Dammann, Fn. 51, §309 Nr. 9 BGB Rn. 10―12.
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などがみられる。
「組となって販売さ

れる商品」であるか否かは、購入の決断にとって全体の利用が前面に出
る場合や個々の部分ではその有用性が制限されるような場合に、「組と
65

なって販売される商品」となると説明される ）。判例は、24 巻のうち 2
巻はインデックスを内容とし、それによって結びつけられている重要人
物名鑑を、
「組となって販売される商品」と評価しているが（BGH Urt. v.
10.03.1993 NJW1993, 2052）、この判決の妥当性には疑問が呈されてい
66

る ）。定期的な役務の提供・請負の給付としては、教育契約、パートナー
紹介契約、継続的な税理士顧問契約、広告ステッカーの作成と配布、警
備契約、死後の墓の信託的世話サービスなどが挙げられる。
なお、BGB310 条 1 項の適用除外規定によって、BGB309 条は事業者
間契約には適用されないため、事業者間契約における約款上の存続期間
条項の規制は、BGB307 条によって審査されることになる。
普通取引約款において最初に設定される存続期間が 2 年を超えている
場合には、BGB309 条 9 号 a によって無効となる。起草過程において、
当初 1 年の上限が提案されていたが、適用対象の多様性を考慮して、2
67

年とされた経緯がある ）。2 年を計算する起算点を、
給付開始時とすべき
68

か、契約締結時とすべきかについて、学説では争いがあったが ）、判例
は、契約締結時とする判断を示した（BGH Urt. v. 17.03.1993 NJW1993,
1651）。なお、BGB309 条 9 号 a は、拘束的な存続期間を規制するもので
あるから、顧客による任意の解約告知可能性が認められている契約では、

2 年以上の期間を予定しておくことも許される。
BGB309 条 9 号 a による無効の場合、有効性を維持しての縮減適用は
64）MünKomm/Basedow, Fn. 58, §11 Nr. 12 AGBG Rn. 5; Ulmer/G. Christensen, Fn.
51, §309 Nr. 9 BGB Rn. 7, 10; MünKomm/Wurmnest, Fn. 58, §309 Nr. 9 BGB Rn.
5; Erman/Stefanie Roloff, §309 BGB Rn. 126.
65）MünKomm/Basedow, Fn. 58, §11 Nr. 12 AGBG Rn. 10; Ulmer/G. Christensen,
Fn. 51, §309 Nr. 9 BGB Rn., 8; MünKomm/Wurmnest, Fn. 58, §309 Nr. 9 BGB Rn.
10.
66）MünKomm/Basedow, Fn. 58, §11 Nr. 12 AGBG Rn.10; Staudinger/CoesterWaltjen, Fn. 60, §309 Nr. 9 BGB Rn. 17; MünKomm/Wurmnest, Fn. 58, §309 Nr.
9 BGB Rn. 10.
67）Teilbericht Ⅰ S. 84.
68）Vgl. Wolf/Dammann, Fn. 51, §309 Nr. 9 BGB Rn. 42―44; Staudinger/CoesterWaltjen, Fn. 60, §309 Nr. 9 BGB Rn. 17.

〈26〉 契約における時間的な拘束の意義と限界（1）（丸山）
69
行われず（BGH Urt. v. 17.05.1982 BGHZ84, 109 ））
、BGB306 条 2 項に

いう法律上の規定に立ち戻ることになる。適切な期間の定めや解約告知
期間に関する任意規範が存在しない場合については、見解が分かれる。
当事者の仮定的意思に合致する相応な存続期間や告知期間の探求による
70

裁判官による法形成が認められてよいという見解 ）、任意規定がなく、
かつ単なる存続期間条項の削除では当事者の典型的な利益状況に合致
しないという限定的事例でのみ、補充的契約解釈を行い得るという見
71

解 ）、あるいは、一般的には、期間の定めのない契約として随時の解約
72）

告知可能性が認められることになるといった見解
3

などがみられる。

保険契約法における存続期間に関する規定
保険契約法（Versicherungsvertragsgesetz: VVG）は度重なる改正を経

ており、現行法は 2007 年改正（2008 年 1 月より施行）後の条文である。

VVG11 条は、期間の定めのある保険契約において更新が合意されてい
た場合に、更新後の拘束的な存続期間は 1 年を超えてはならないこと（1
項）、期間の定めがない場合、両当事者は、継続中の保険サイクルの終
期に向けてのみ解約告知でき、期間の定めのない契約において 2 年まで
は当事者の合意によって解約告知権を放棄できること（2 項）、解約告
知期間は両契約当事者にとって同じ期間で、1 か月を下回らず、3 か月
、3 年を超える存続期
を超えずに定められなければならないこと（3 項）
間で締結された保険契約においては、保険契約者は、3 年目以降、その
年の終わりに向けて、3 か月の告知期間を保持して解約できることを規
。この規定は、生命保険や疾病保険など存続期間・
定している（4 項）
解約告知に関する特別規定（VVG166 条、168 条、176 条、205 条、206
条参照）がある保険を除いて、適用される。2007 年改正前の存続期間
69）5 年の給付期間を予定した広告ステッカーの印刷と配布について、注文者は商
人ではないとして AGBG11 条 12 号 a の適用を認めたうえで、無効の効果として、
存続期間の定めは脱落し、請負契約であることから BGB649 条が補充されるとし
た判決である。
70）Ulmer/G. Christensen, Fn. 51, §309 Nr. 9 BGB Rn. 21; Staudinger/Coester, Fn.
60, §309 Nr. 9 BGB Rn. 23
71）Wolf/Dammann, Fn. 51, §309 Nr. 9 BGB Rn. 80―89.
72）MünKomm/Basedow, Fn. 58, §11 Nr. 12 AGBG Rn. 20; MünKomm/Wurmnest,
Fn. 58, §309 Nr. 9 BGB Rn. 20.
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に関する規定と比べると、改正前は、保険契約者は 5 年を超える保険契
約の場合には 5 年目以降解約告知できるとされていたものが、改正後は、
短縮され、3 年を超える保険契約の場合に保険契約者に解約告知可能性
が認められている。この規範の目的は、保険契約者を、過度に長期の拘
73

束から保護することにあるとされる ）。このような保護の名宛人を消費
者に限定すべきという議論があったものの、最終的には同等の保護の必
要性を理由に BGB13 条の意味での消費者に限定されない保険契約者が
74

名宛人となっている ）。保険契約者に付与される解約告知権は強行規定
75

であるが、3 年を超える期間の定めが無効となる訳ではない ）。保険契
約は、BGB309 条 9 号の適用除外とされているが、その特性に応じた存
続期間に関する規定が特別法に置かれていることになる。
4

競争制限を直接的な内容とする合意の規制と存続期間という要素

（1）商法典上の競業避止特約と存続期間
ドイツ商法典（Handelsgesetz: HGB）においては、HGB74 条以下に
商業使用人に対する競業避止特約についての規制

76）

がある。HGB74 条

において、営業主が商業使用人と雇用関係の終了後に関する競業避止特
、また、競業避止
約を締結する場合には、書面方式が要求され（1 項）
特約は、禁止の期間にわたり商業使用人が得ていた対価の最低半分にあ
たる損害補償金が与えられる場合にのみ拘束力を有するものとされてい
77

る（2 項）。その上で、HGB74a 条 ）は、競業避止特約が拘束力を有さない、
73）Hans-Peter-Schwintowski＝Christoph Brömmelmeyer (Hrsg.), Praxiskommentar
zum Versicherungsvertragsrecht, 2008, §11 VVG (Martin Ebers) Rn. 1; Wilfried
Rüffer＝Dirk Halbach＝Peter Schimikowski (Hrsg.), Versicherungsvertragsgesetz
Handkommentar, 2Aufl. 2011, §11 VVG (Jens Muschner) Rn. 53
74）BT-D., 16/3945, S. 63.
75）BT-D., 16/5862, S. 98f.; Rüffer/Muschner, Fn. 73, §11 VVG Rn. 56.
76）競業避止特約に対する規制は、HGB74 条以下に限られない。たとえば、営業法
（Gewerbeordnung: GewO）110 条は、一般的な労働関係においても HGB 74 条か
ら 75f 条までが準用されると規定する。存続期間規制は、在職中の競業避止では
なく、退職後の競業避止について問題となる。
77）HGB74a 条 1 項 競業避止特約は、営業主の正当な営業上の利益に役立たない
限りにおいて、効力を有さない。また、与えられる補償金を考慮しても場所、時
間、対象によれば商業使用人の生計を不当に困難とする場合にも、効力を有さな
い。競業避止は、雇用関係の終了から 2 年を超えることはできない。
2 項 競業避止特約は、商業使用人がその締結時点において未成年者であるか、
又は営業主が名誉をかけた宣言や類似の宣誓に代わる表明保証に基づきその履行
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又は無効となる場合について具体的に定めている。HGB74a 条 1 項は、
営業主の正当な営業上の利益に役立たない限りにおいて（1 文）
、また、
与えられる補償金を考慮しても場所、時間、対象によれば商業使用人の
生計を不当に困難とする場合（2 文）には、競業避止特約は効力を有さ
ず、そして、競業避止は、雇用関係終了後 2 年を超えることもできない
（3 文）、と規定している。この HGB74a 条 1 項 3 文の 2 年の上限設定は、

1 項 2 文の具体化であると言われており、個別の事情によって、これよ
り短い期間の競業避止特約が無効とされることもあり得ると言われてい
78

る ）。もっとも、2 年を超える期間を定めた競業避止特約が締結された
場合、特約の全部無効となるのではなく、超過部分の一部無効となると
79

解されている ）。
市場における契約制度の前提である競争を制限・禁止することを目的
とする合意については、そもそも、拘束を課す側の利益に役に立たない
形の特約は効力がないとされており、拘束の理由がまずもって問われて
いる点に特徴がある。拘束を課す側に正当な拘束の理由がある場合には
じめて、拘束される側の生計維持・職業活動の自由に関する利益と拘束
する側の営業上の利益、補償金の付与、場所的範囲、時間的範囲などを
考慮した判断が行われるが、時間的局面の限界として、HGB は、立法
者の判断により 2 年を超える拘束部分は効力を有さないものとして一律
の線引きを行っていることになる。
（2）垂直的制限規制と存続期間
さ ら に、 こ こ で、 い わ ゆ る 垂 直 的 制 限（vertikale Beschränkung）
に対する規制における存続期間の関わり方を取り上げるが、この規
制 を 理 解 す る 前 提 と し て、 ド イ ツ の 競 争 制 限 禁 止 法（Gesetz gegen
を約束させる場合には、無効である。商業使用人にかわって第三者が代わりに当
該商業使用人が雇用関係の終了後にその営業活動を制限される義務を引き受ける
合意もまた無効である。
3 項 良俗違反を理由に法律行為を無効とする BGB138 条の適用は妨げられない。
78）Münchener Kommentar zum Handelsgesetz, 3 Aufl. 2010, §74a HGB (Gerrick

von Hoyningen-Huene) Rn. 14.
79）MünKomm/von Hoyningen-Huene, Fn. 78, §74a HGB Rn. 17; Carsten Thomas
Ebenroth＝Karlheinz Boujong＝Detlev Joost＝Lutz Strohn, Handelsgesetzbuch,
2Aufl. 2008, §74a HGB (Winfried Boecken), Rn. 15; Adolf Bumbach＝Klaus j.
Hopt, Handelsgesetzbuch, 35 Aufl. 2012, §74a HGB (Markus Roth), Rn. 4.
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Wettbewerbsbeschränkung: GWB）について簡単に説明をしておこう。
GWB は、2005 年の第七次改正によって、EU カルテル法に適合した内
80

容となっている ）。GWB1 条は、欧州連合の機能に関する条約（Vertrag

über die Arbeitsweise der Europäischen Union: AEUV81））101 条82）になら
い「競争の阻害、制限若しくは歪曲を目的とする又はそれをもたらす
事業者間の協定、事業者団体の決議、協調的行為は、禁止される」と
規定し、GWB2 条 2 項において、欧州委員会の一括適用免除規則（Grup

penfreistellungsverordnungen: GVO）がドイツカルテル法に準用される
83
ことを規定している ）。GWB1 条が規制する競争制限行為は、AEUV101
条 1 項の規制対象と同様、競争関係に立つ事業者間のカルテル協定、
企業譲渡、関係継続中や関係終了後の競業避止特約のほか、垂直的協
定（vertikale Vereinbarung）による競争制限行為（Wettbewerbsverbot）
84

をも含むものである ）。そして、AEUV101 条 3 項が、AEUV101 条 1 項
の規制が及ばない場合について規定しているところ、垂直的協定に対
する一括適用免除規則（Gruppenfreistellungsverordnungen für vertikale

80）Reiner Bechtold, GWB Kaltellgsetz Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
Kommentar, Ein., 6 Aufl. 2010, Rn. 19―20.
81）この条約は、2009 年 12 月 1 日に施行されたリスボン条約に基づき、欧州共同体
設立条約（旧 EC 条約）を改めたものである。AEUV101 条は旧 EC81 条と内容が
一致する。
82）AEUV101 条 1 項 加盟国間の取引を侵害し得る性質をもち、かつ域内市場の競
争を阻害、制限若しくは歪曲することを目的とし、又はそれをもたらす事業者間
の協定、事業者団体の決議、協調的行為は、共同体市場と相容れず、禁止される、
とりわけ a）購入価格、販売価格若しくはその他の取引条件を直接的に又は間接
b）生産、販売、技術開発若しくは投資を制限又は統制すること、
的に確定ること、
c）市場又は供給源を割り当てること、d）取引相手が競争において不利な立場に
立たされる形で取引相手に同種の給付について異なる条件を付すこと、e）事実
上も商慣習上も契約目的に関係しない追加的給付を契約相手が受諾することを契
約締結に結びついた条件とすること。
2 項 本条によって禁止される協定や決議は無効となる。
3 項 欧州委員会は 1 項の規定を以下の場合について適用しないことを宣言する
ことができる；発生する利益について消費者に適正な配分が見込めるものであっ
て、商品の生産と分配の改善、又は技術的な経済的な進歩の促進に貢献する事業
者間の協定や協定グループ、事業者団体の決議や決議グループ、協調的行為やそ
のグループである。ただし、関係事業者が、a）この目的の実現のために必要で
はない制限を課せられ、又は b）関係商品の本質的な部分に対する競争を排除す
る可能性がもたらされる場合には、この限りではない。
83）Bechtold, Fn. 80, GWB §2 Rn. 25.
84）Bechtold, Fn. 80, GWB §1 Rn. 52ff..
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Vereinbarungen: Vertikal-GVO85））は、垂直的協定において AEUV101 条 3
項の要件を通常は満たすことになる場合を規定する規則である。本稿で
は、Vertikal-GVO において競争制限的行為に対する規制の適用免除に
あたり、競争制限行為の存続期間が問題とされている点が注目される。
以下、Vertikal-GVO についてその内容を簡単に確認しよう。

Vertikal-GVO は、垂直的協定による競争制限行為が、競争へのマイ
ナス効果とともにプラスの効果（投資の促進、商品やサービスの質の向
上等）を持ち得ることに鑑み、AEUV101 条 1 項（GWB1 条）による規
制の適用除外となることを明らかにするものである。Vertikal-GVO に
いう垂直的な協定とは、「協定又は協調的行為を目的として製造若しく
は流通の異なる段階で活動する複数の事業者間で行うものであり、
かつ、
当事者が商品若しくはサービスを購入、販売若しくは再販売する条件に
関係する協定又は協調行為をいう」
（Vertikal-GVO1 条 1 項 a）と定義さ
「買
れる。また、この規則にいう競争制限（Wettwerbsverbote）とは、
主に、契約目的たる商品やサービスと競争関係にある商品若しくはサー
ビスを製造、購入、販売、転売しないことを直接的、間接的に義務づけ
ること、又は、契約目的たる商品、サービス、若しくはその代替品につ
いて、関連市場において、それ以前の暦年の購入金額若しくはその部門
における慣行に従い購入量を基礎に計算した場合の全体の 80％を超え
て、当該供給業者あるいはその指定する別の事業者から購入することを
85）Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die
Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten
Verhaltensweisen (ABl. EG 2010 L 102/1). そ の 前 身 は、Verordnung (EG) Nr.
2790/1999 der Kommission vom 22. Dezember 1999 über die Anwendung von
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen (ABl. EG 1999 L 336/21) である。2010
年改正前の規則 2790/99 号については、市川芳治「EU 競争法（垂直的制限）」庄
司克宏編『EU 法実務編』287 頁以下（2008 年）、鞠山尚子「EC の垂直的制限規
制の変遷」同志社法学 57 巻 7 号 35 頁以下（2006 年）を参照。2010 年改正の経緯
と規則 330/2010 号については、大槻文俊「EU における垂直的制限規則の見直し
について―一括適用免除規則案とガイドライン案」専修法学論集 109 号 27 頁以
下（2010 年）、柴崎洋一「垂直契約に関する欧州委員会の一括免除規則」国際商
事法務 38 巻 6 号 737 頁以下（2010 年）、小俣栄一郎＝安藤香織「欧州委員会の垂
直的協定に係る一括適用免除規則等の見直しについて」公正取引 719 号 42 頁以
下（2010 年）、野気村忠邦「EU・欧州委員会の新『垂直的協定関連一括適用免
除規則』
（No330/2010）について」日本法学 76 巻 4 号 1467 頁以下（2011 年）参照。
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義務づけること」と定義されている（Vertikal-GVO1 条 1 項 d）
。
垂直的な協定による競争制限行為は、供給業者が契約目的たる商品や
サービスの販売を行う関連市場においてその市場占有率が 30％を超え
ず、かつ買主も契約目的たる商品やサービスの購入を行う関連市場にお
、
いてその市場占有率が 30％を超えない場合に限り（Vertikal-GVO3 条）
。また、
通常は、規制の一括適用免除の対象となる（Vertikal-GVO2 条）
Vertikal-GVO4 条及び 5 条は、Vertikal-GVO2 条による一括適用免除の対
象とならない場合を定めている。本稿が着目するのは、Vertikal-GVO5
条において競争制限行為の期間が問題とされている点である。
すなわち、

Vertikal-GVO5 条 1 項は、「同規則 2 条による免除は、以下の垂直的協定
における義務づけには適用されない：a 不確定の期間について、または
5 年を超える期間について合意されたあらゆる直接的または間接的な競
争制限 b（略） c（略）……a を目的とする、その継続期間が 5 年の期
間を超えて黙示的に更新される競争制限は期間の定めのなく合意された
買主が、
ものとみなされる」と規定し、
その 2 項は「1 項 a にかかわらず、
契約目的たる商品やサービスを、供給業者の所有する、又は供給業者が
買主とは関係のない第三者から賃借し若しくは用益賃借した店舗や建物
において販売を行っている状況において、競争制限が、この店舗や不動
産を買主が利用できる期間を超えていないという場合には、この 5 年の
制限は適用されない。」
と規定している。要するに、Vertikal-GVO5 条は、
同規則 2 条によって通常は AEUV101 条 1 項による規制の適用免除とな
るはずの垂直的な協定による競争制限行為に対し、さらに時間的拘束の
限界等の要件を課すことによって、競争の危殆化を回避しようとしてい
86

ると理解できる ）。もっとも、ハードコア制限が免除の対象とならない
ことを定める Vertikal-GVO4 条とは異なり、Vertikal-GVO5 条の対象行
為は、一括適用免除を受けられない場合でも、ただちに違法とされるわ
けではない（AEUV101 条 3 項の要件を満たすことの個別立証は可能で
ある）
。たとえば、この 5 年というメルクマールに関連して、垂直的制
限に関するガイドラインは、供給業者による契約特有の投資がある場合
86 ） Jög-Martin Schultze ＝Stephanie Pautke ＝Dominique S. Wagener, Die
Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen Praxiskommentar,
3Aufl. 2011, Rn. 847.
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には、この投資回収に必要な期間の垂直的協定による競争制限は、たと
えこれが 5 年を超えても、AEUV101 条 3 項の要件を満たし得ると解説
87

している ）。
なお、AEUV101 条 1 項違反の協定等は、AEUV101 条 2 項によると無
効となると定められている。GWB1 条違反の私法上の効果については
明文の規定はないが、私法上は、BGB134 条によって、違反する条項が
無効となり得ると言われている（契約の他の部分への影響は、BGB139
88

条によって判断される） ）。時間的過剰性のみが問題である場合には、
仮
定的当事者意思が確認できる限りで、許される範囲での存続期間の補充
が行われることになり、これが関連取引における BGB138 条による判例
89

の傾向にも合致しているといった説明がみられる ）。
5

小括

（1）期間の定めのない契約と期間を定めた契約
ドイツ法は、将来にわたる繰り返しの給付や給付として一定状態の継
続を予定する契約において、契約に期間の定めがない場合には、一定の
告知期間を伴った解約告知をすることにより契約を終了させることを認
。
めている（BGB488 条 3 項、542 条 1 項、621 条、622 条、723 条など）
このいわゆる通常の解約告知権は、主たる給付をもたらしたことによっ
て自動的に終了しない継続的契約において、永久的拘束を妨げる機能を
90

果たす ）。契約信義（契約自由における合意は拘束する原理）は永久拘
束をも正当化する広い射程を有するものではないため、通常の解約告知
91

権は「合意は拘束する原理」と衝突するものではないと説明される ）。
87）Leitlinien für vertikale Beschränkungen vom 19 Mai 2010 (ABl. Nr. C 130 S. 1),
[146]; Christoph Liebscher＝Eckhard Flohr＝Alexander Petsche, Handbuch der
EU Grchupenfreistellungsverordnungen, 2 Aufl. 2012, §7 Vertekale Verinbarungen
(Verordnung (EU) Nr. 330/2010), Rn. 154 (Petsche＝Marc Lager); Schultze/Pautke/
Wagener, Fn. 86, Rn. 841, 876―878.
88）Bechtold, Fn. 80, GWB §1 Rn. 80.
89 ） Bechtold, Fn. 80, GWB§1. Rn. 80; Auch Vgl. Münchener Kommentar zum
Europäischen und Deutschen Wettbewerbsrecht (Kartellrecht) Band 1 Europäisches
Wettbewerbsrecht 2007, EG Art. 81 Rn. 784ff., 851ff.. (Franz Jürgen Säcker＝Jörg
Jaecks); Urlich Immenga＝Ernst-Joachim/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 4 Aufl.
2007, GWB§1 Rn. 222.
90）Hartmut Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, 1994, S. 143.
91）Oetker, Fn. 90, S. 248ff..
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これに対し、契約に期間の定めがある場合、
合意の尊重という観点から、
期間満了による契約関係の終了が原則となる。これは、契約目的の将来
における有用性・必要性にかかわるリスク（以下、「有用性リスク」と
呼ぶ）を、買主、借主などが負担することを意味する。
（2）法律による拘束期間の限界線引き
（a）ドイツ民法典は、拘束的に設定された期間に対し、一定期間経過
した後は双方あるいは一方当事者に解約告知権を与えるという形で契約
による時間的な拘束に限界線を引くことがある。規制の趣旨は、各規定
○ 1 賃貸借契約について 30 年経
によって異なる説明が与えられている。
過後は解約告知を認める規定では、国民経済・永賃貸借回避の観点、
○ 2 5 年を超える若しくは終身にわたる雇用契約について被用者（役務提
供者）に解約告知権を与えている規定については、社会政策的・国民経
済的理由、被用者の人格的・職業的活動の自由の確保という観点が持ち
○ 3 期限の定めのある固定金利の金銭消費貸借に対して、時間的
出され、
な拘束に 10 年の上限を設けることについては、債務者保護の観点が言
及されてきたが、近時、市場における競争との関係に言及する見解も登
場してきている。いずれの規定によっても、契約や存続期間の定めが無
効とされるわけではなく、当事者が解約告知権を行使しなければ、合意
された存続期間について契約関係は継続することになる。これは、拘束
期間が長期であることだけでは良俗違反とはならないという理解を前提
に、しかしながら、政策的な要請により、強行規定として、一方ないし
双方への解約告知権付与という形で長期拘束への規制を設けたとものと
して説明されている。なお、組合において終身という期限を定めた場合
に強行的に期限の定めがないものとみなす規定については、立法時は、
組合員の軽率さや幻想から説明されていたが、現在の通説は、関係終了
の予見困難の観点を持ち出している。もっとも、この規定の合理性につ
いては疑問が提起されているところである。
（b）BGB309 条 9 号 a の存続期間規制は、消費者契約で用いられた約
款に適用が予定されている。この規制は、単に消費者が一定期間にわた
り定期給付に対する支払い義務を負担するという拘束の内容レベルにお
いて、期間の制限が行われている点に特徴があると言える。BGB309 条
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9 号 a の存続期間の上限規制は、強行的なものであり、個別の事例にお
いて、長期の拘束が必要とされた事情などは考慮の外に置かれることに
なる。このような画一的取り扱いを行う反面、一定の利益を獲得できる
商品設計を行う事業者の利益、たとえば、契約の性質から長期の継続に
よってのみ利益を見込むことができるような契約類型の存在が起草過程
において意識され、具体的には貸借型の契約類型を規制の対象外とする
ような形で立法が行われている。また、無効の効果については一部無効
とはされず、有効性を維持しての縮減を否定し、任意解除権の補充を認
めた判決も登場している。保険契約については、BGB309 条 9 号 a の適
用除外となっているところ、保険契約法が特別の手当てをしており、保
険契約法の改正を重ねるたびに拘束の許容期間が短縮されてきている点
に規定の変遷の特徴がある。
（c）さらに、競業避止特約や垂直的制限など競争制限を直接的な内容
とする合意について、拘束期間の限界という観点が持ち出されているこ
とを確認した。競争を直接的に制限する合意は、契約制度の機能不全を
もたらす危険性が高いため、
その目的の合理性が問われることになるが、
この種の拘束に正当な理由がある場合には、関係者の利益調整が試みら
れる。商法典における競業避止特約は 2 年を上限とするものの、これよ
り短い拘束でも条件によっては無効となる余地があるとされる。また、
異なる段階で活動する事業者間の垂直的協定による競争制限行為、たと
えば、買主や代理店などに対し、その店で販売する商品の全量購入を義
務づけ、他社の競合商品の購入・販売について取り扱い禁止の義務づけ
や条件を課すような拘束も、原則として顧客獲得・確保の手段であり、
市場開拓の推進や投資の回収、顧客保護といった理由から拘束が意図さ
れることが多いため、市場占有率が一定の範囲内であれば競争制限禁止
規制の対象から外されるが、競争制限行為の期間が 5 年を超える場合に
は、原則として許されない行為となるという形で、拘束期間の長さが規
制の設計にあたり考慮されていた。
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判決例の展開

序
Ⅰでは、実定法において時間的な拘束の限界がどのような理由からど
のような形で法規定として設定されているのかをみてきた。Ⅱでは、裁
判において長期拘束の有効性がどのように争われ、解決が示されている
のかを、連邦最高裁判所（Bundesgerichtshof: BGH）の判決を中心にみ
ていく。裁判では、Ⅰで取り上げた法規定の解釈が問われている事案も
あるが、その多くは、法規定に定められた明確な限界線には抵触しない
ものの、長期拘束の有効性について、良俗に反する法律行為の無効を定
める一般条項である BGB138 条 1 項

92）

の適用が問題とされた事案類型で

ある。良俗違反類型のうち、過度の自由の制限、締め付け（Knebelung）
契約といった項目でこの問題が取り上げられてきたが、約款規制法施行
後は、長期にわたる存続期間を定めた条項に対し、約款規制の一般条項
である BGB307 条の適用が問題とされることもある。
ここでは、伝統的に長期拘束の限界問題を扱ってきた BGB138 条によ
る無効基準、約款規制法施行後の BGB307 条（旧 AGBG9 条）の適用状
況等を中心に確認し、長期拘束の限界に対する判例法理の展開、判例法
理に対する学説の評価等について検討を加える。ドイツの判決例の展開
をみるにあたっては、長期拘束の限界という問題について実際に一定数
の判決例の蓄積や学説の議論がある個別取引類型、あるいは長期的な拘
束の限界にかかわる判決として注釈書などにおいて取り上げられている
事例を紹介し、具体的契約内容や紛争の特徴、解決の仕方の特徴をみて
93

いくこととする ）。そして、ここでの判決例の分析・検討は、適用が問
題となる法律や条文の違いを考慮して、まずは、物品供給型契約、利用
型契約、役務提供型契約など大まかな類型を設定し、その類型の中で、
主として事業者間契約として行われる契約類型、事業者間契約・消費者
契約の両方について争われている契約類型、主として消費者契約におい
て問題となっている契約類型を区別して取り上げていくこととする。こ
92）BGB138 条 1 項 良俗に反する法律行為は無効である。
93）具体的契約類型・事例の選別にあたっては、BGB138 条や約款規制法の注釈書、
あるいは長期間契約に関する諸研究おいて取り上げられている事例を参考として
いる。
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のような類型別の検討の後、横断的検討において、契約類型別の議論に
おいて確認できた論点や長期契約規制にあたって考慮すべき要素を整理
し、問題への迫り方としてより有用なカテゴリーの設定可能性があるの
か、類型を超えて共通に妥当する議論・論点はどのようなものか、事業
者間契約もしくは消費者契約という区別は決定的となっているのか、と
いった観点から、整理・検討を加えていく。
なお、本来ならば適用された任意規範としての解約告知権が合意や約
款によって排除されていることの不当性を問題とするような紛争類型に
ついては、第 2 章で扱うことになる。
1

物品供給型契約
まず、物品供給型契約に属する契約の中で、長期にわたる拘束からの

解放がとくに争われ、あるいは議論されている、いくつかの具体的契約
類型を取り上げる。すなわち、物品の購入あるいは引渡が、継続的に行
われる取引において、個別の合意や約款によって一定の存続期間や一定
の分量に達するまでの期間について購入・供給義務が設定されている状
況で、一方当事者からの解約の希望や取引停止行為に対して、他方が、
契約の存続確認や履行の請求を求め、あるいは損害賠償・違約金の請求
を主張する形で争われている紛争類型をとりあげる。
なお、一般民法のレベルでは、売買契約に対し、長期拘束の上限を画
するような規定を BGB はとくに用意していないが、約款が用いられる
消費者契約に対しては BGB309 条 9 号 a よる 2 年を上限とする存続期間
規制の適用が、事業者間契約に対しては BGB307 条の適用が問題となり
得る。その他の特別法の適用が問題となる場合については、各個別取引
類型のところで言及することとする。
（1）ビール供給契約―事業者間契約
ドイツにおいては、
ビール供給契約（Bierlieferungsvertrag）に関して、
早くから長期拘束の限界という問題が意識され、多数の判決が蓄積され
ている。個々の事例によって取引内容の詳細には違いがみられるものの、
その典型的な内容は、飲食店経営者に対して、ビール醸造会社が、開業
資金、店舗の改装費など経営の維持や改善に必要な一定額の金員を貸し
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付け、あるいは什器類・家具類を飲食店経営者に対してビール醸造会社
が使用貸借するのに対して、飲食店経営者は 10〜30 年といった長期に
わたり、当該醸造会社のビールを一定量に達するまで、かつ定められた
期間にわたり購入し続ける義務を負い、
ビール代金の割増金などにより、
貸付金の返済が予定されるといった取引内容となっている

94）

。契約にお

いては、競業関係にある他社のビールの購入・販売が禁止されるか、一
定の割合に制限されている。ビール供給契約における長期購入拘束の有
効性は、従来、BGB138 条 1 項の良俗違反による無効の問題として論じ
られてきたが、近年、約款による契約であるとして、約款規制法による
規制を行う判決もみられるところである。以下では、まず、BGB138 条

1 項を根拠条文とする場合の判例における無効基準の形成・考量要素の
特徴について確認し、次に、約款規制法の適用を認めた場合の判断につ
いて確認する。
（a）過度の購入拘束と BGB138 条 1 項
ビール供給契約における長期購入拘束は、排他的購入・販売条件と
結びつき、飲食店経営者の経済活動の自由や独立性と対立することにな
る。ビール供給契約における購入拘束と良俗違反による無効の問題は、
ライヒ裁判所（Reichsgericht: RG）時代から争われており、良俗違反の
判断にあたっては、取引条件のみならず、契約締結時の事情、当事者に
とっての契約の必要性、動機、目的を考慮し、個別事情を考慮して判断
する必要があることが裁判所によって強調されている。具体的には、レ
ストラン経営者は、長期にわたり排他的購入義務を負うものの、ビール
醸造会社からの貸付金によって開業や経営の拡張、さらなる信用供与の
獲得が可能となるといった利益を得ることが考慮されてきた（RG Urt. v.

15.06.1906 RGZ63, 390; RG Urt. v. 30.10.1936 RGZ152, 251）。
（i）時間的に制限のない拘束と BGB138 条 1 項
もっとも、ビール供給契約においては、RG の時代から、時間的に制
限を設けない拘束は、原則として許されないものと考えられてきた（RG

Urt. v. 15.05.1926 JW1927, 119; BGH Urt. v. 02.10.1969 WM1970, 99;
Auch Vgl. BGH Urt. v. 18.05.1979 BGHZ74, 293 NJW1979, 2150）。この
9 4 ） F. G r a f v o n We s t p h a l e n , Ve r t r a g s r e c h t u n d A G B - K l a u s e l w e r k e ,
Bierlieferungsvertrag 2008, Rn. 1.
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点に関し、レストランを用益賃借している者が、用益賃借中に負うもの
とされている購入義務について、時間的限定が存在しないという観点か
ら、契約を無効とした BGH が述べるところをみてみよう（以下、判決
中の下線はすべて筆者による）
。
【BGH Urt. v. 02.10.1969 WM1970, 99
［事案の概要］飲食店を用益賃借し経営している被告 Y は、A と用益
賃貸借契約を締結していたが、その際、A と Y との間の契約締結には、
ビール醸造会社である原告 X によって用意された書面が用いられ、Y
は、用益賃借期間中、飲食店において提供するすべてのビールとソフト
ドリンクを、ビール醸造会社 X、あるいはその権利承継人から購入する
義務を負うこと、納品請求書に基づいて代金を X に支払うものとされて
いた。契約書によると、この購入義務は第三者のための契約と称され、

X は Y に対して直接にその権利を主張できることとなっていた。Y は、
X のビールに加えて、他の醸造会社のビールを少なくとも 10 ヘクトリッ
95

トル（hl） ）店に出した。そのため、X は、契約書に記載の違約金の支
払いを Y に求めた。
［判旨の概要］BGH は、まず、X の Y に対する権利が第三者のために
する契約による権利の取得と構成されている点について、今回の事例で
は X は独占的にビールを供給する権限を獲得するために第三者のため
にする契約という形式を利用したことを考慮すべきであり、X が用益賃
貸借の書式を作成し、この書式の使用を AY に要求し、AY 双方に飲料
購入義務を負わせている。それゆえ、飲料購入義務が BGB138 条の意味
において Y の経済的独立性を過度に制限するものとなるかどうかの審
査にあたっては、X が排他的購入拘束を負わせ、かつ Y の契約当事者で
あるかのようにとらえる必要があるとする。
そして、本件における排他的な購入拘束が良俗違反となるか否かにつ
いて、BGH は、排他的購入義務を負うことになる「用益貸借期間中」
とは、時間的に限定が行われず A と Y との用益貸借契約の全継続期間に
対して課せられるものと解釈する。X は、当該条項は、A に対して、5
年間のビール購入義務と、この用益貸借解消後には新たな用益賃借人に
同じ購入拘束を課す義務を負わせる趣旨の条項であり、Y 自身は、5 年
95）1hl＝100l。
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経過後は、用益貸借契約を解消し、購入拘束の負担のない用益貸借契約
を A と締結する自由があると主張した。しかし、BGH は、X の主張す
るようには解釈できないとする。そして、ある法律行為が良俗違反とな
るかどうかの問題は、個々の事例において、内容、動機、目的の総合評
価から読み取ることができる全性格に基づいて判断しなければならない
が、この評価に際しては、法律行為の客観的内容のほかに、契約締結に
至るあらゆる事情、当事者の意図、動機、ならびに客観的事情が考慮さ
れなければならない、という一般的な良俗違反の考慮要素を述べたうえ
で、原則として、特別の事情のない限り、時間的に限定された排他的購
入義務に対しては異議が唱えられるべきではなく、とりわけ、貸付金の
付与という特別の反対給付との関係で購入義務が引き受けられている場
合はそのように考えるべきであるが、しかし、その種の義務に対する拘
束期間が長ければ長いほど、飲食店の経済的自由が、経済生活に対する
正当かつ公正な要請にもはや合致しなくなっているという推測が働きや
すくなる、とする。X は、Y が当該ビールを購入できること、かつ X が
用益賃貸借契約の成立にあたり仲介者的に働いたことを、相応な反対給
付として挙げているが、時間的に制限のない購入義務に結びついた Y の
従属性は、いずれにせよ、その点において、正当化されるものではない、
として、違約金の請求には理由がないとした。
】
このように、ビール購入義務が、時間的に制限なく課されていると解
釈される場合には、原則として、そのような拘束は飲食店の経済活動の
自由を過度に制限するものとして、BGB138 条 1 項によって契約は全部
無効となると解されている。
（ii）長期間の定めと BGB138 条 1 項
それでは、期間を定めた拘束は、どこまで許容されることになるの
か。上述の BGH の判決は、時間的に限定された拘束であれば、原則
として許容されると述べていたものの、長期の拘束に限界はないのか
が問題となる。BGH は、ビール供給契約について、20 年の購入拘束
は、原則として、特別な事情が存在する例外事例における最大の許容
限度であるという基準を示している（BGH Urt. v. 07.10.1970 WM1970,
1402; BGH Urt. v. 14.06.1972 NJW1972, 1459 WM1972, 1224; BGH Urt.

v. 31.01.1973 WM1973, 357; BGH Urt. v. 16.09.1974 NJW1974, 2089
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WM1974, 1042; BGH Urt. v. 13.07.1979 NJW1979, 2149 WM1979, 1154;
BGH Urt. v. 23.11.1983 ZIP1984, 335 usw.）。BGH は 20 年の拘束は、原
則として、
「例外事例として許される最大限度」と述べており、絶対的
な確定的基準として 20 年という上限を設定しているわけではない。こ
の点について、たとえば、BGH Urt. v. 31.01.1973 WM1973, 357 は、従
来のビール供給契約の拘束期間に関する判決を引用しつつ、
「20 年の拘
束を正当化するには、常に特別の事情が加わる必要がある。この事情は、
拘束が、飲食店において必要となる飲料の一部だけにかかわり、それに
よって、飲食店の醸造所への依存性が最初から緩和されているという場
96
」とし、
合に認められ得る（BGH Urt. v. 07.10.1970 WM1970, 1402 ））

また、「醸造会社による通常ではない高価な反対給付も、20 年までの拘
束を正当化し得る（BGH Urt. v. 14.06.1972 NJW1972, 1459 WM1972,

122497））」と述べた上で、当該事例においては、飲食店において必要と
なるビールすべての排他的購入義務を負わせており、什器類の使用貸
借が経営者に認められていたということによっては、20 年の拘束を正
当化できるほどに高額な反対給付とは言えないと説明している。この
ような説明からもわかるように、事情によっては、20 年よりも短い期
間の拘束が良俗違反と評価されることはあり得ることになる。拘束の
限界と個別事情との関係について、比較的詳しく述べる、BGH Urt. v.
23.11.1983 WM1984, 88 ZIP1984, 335 の判断をみておこう。
【BGH Urt. v. 23.11.1983 WM1984, 88 ZIP1984, 335
［事案の概要］飲食店兼ホテルを経営する Y とビール醸造会社 X との

1971 年 8 月 30 日にビール供給契約が締結された。契約書には、ビー
間で、
ル購入義務として、契約期間中、営業を中断せずに行い、ビールを排他
的に X から購入し、X の飲料のみを販売し、年間 250 hl は最低限購入す
ることが定められていた。契約の存続期間については、1990 年 10 月 1
日が経過し、かつ総計 5,000 hl の購入量にいたるまでは、解約告知の可
能性は排除されている。定められた購入量に達しない場合や契約に違反
96）BGH Urt. v. 07.10.1970 WM1970, 1402 の事案は、必要となる飲料の 50％だけを
購入する義務を、飲食店が負わされていた事例である。
97）BGH Urt. v. 14.06.1972 NJW1972, 1459 WM1972, 1224 は、醸造会社による高額
な貸付金付与によってはじめて、経営者の飲食店経営が可能な状態となったこと
を指摘している。
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して他社のビールを購入した場合については、損失補償金の支払いが予
定されていた。これに対し、X は、28,000 ドイツマルク（DM）の価値
のある什器類の使用貸借を行い、屋外広告、ビールグラスの装丁を Y に
自由に利用させることが約束された。さらに、7,000 DM の什器の引き
渡し、8,000 DM の修繕費用の立替払い、Y への 8,000 DM の報酬の支払
いも行われた。Y は店舗経営を用益賃貸し、その後、用益賃借人に経営
を譲渡した。譲受人は、ビール供給契約はもはや効力がなく、1979 年

10 月まではなお飲料を購入するが、それ以降は、別の醸造所と契約す
ることを、X に対して表明した。X は Y に対して損害賠償を請求し、こ
の請求額は、契約で予定された 5,000 hl の購入と、実際に購入された約

1,320 hl の購入の差に、20 hl ごとで定められた損失補償金額が乗じられ、
算出されている。
［判旨の概要］控訴審裁判所は、20 年を超える存続期間は BGB138 条
によって許容されず、BGB139 条の準用によって、存続期間は 10 年と
なるとした。BGH は、まず、1990 年 10 月 1 日前には解約告知の意思表
示をすることができず、解約告知の効力は、1991 年 10 月 1 日前には効
力を生じないことになるという契約条件が定められていると解釈し、ま
た契約の締結後ただちに 1971 年 9 月 1 日から双方の給付義務は発生して
いることを前提とする。そして、BGB138 条による無効については以下
のように述べる。控訴審裁判所は、正当にも、
当民事部の判例によれば、

20 年の購入拘束が、例外的事例においてまさになお許される最大限度
である（BGH WM1979, 493, 494）ことから出発している。控訴審裁判
所が、通常の事例に対しては、15 年の購入継続期間は許されると考え
た点は、従来の BGH の判決に裏づけられているものではない。その種
の（通常の場合における 15 年という）時間的な限界線は、他の BGH の
、そしてさまざまな文
部によって（BGHZ 70, 293; BGH WM1981, 687）
献においても言及されているが、当民事部が何回かにわたって主張して
きたのは、排他的な拘束によって、契約相手の経済活動の自由および独
立性が、是認できない方法で、
狭められているかどうかの認定において、
常に、その時々の契約の内容、動機、目的を考慮した上で行われる両当
事者の保護に値する利益の考量が必要となるということである（BGH

WM1970, 1402; BGH WM1975, 307）。そのうえ、ときおり通常の事例
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における時間的限界の証拠として引用される 1974 年 9 月 16/17 日判決
（BGH WM1974, 1042）および 1975 年 5 月 21 日（BGH WM1975, 850）
判決において、当民事部は、15 年ないし 16 年の存続期間を、個別の事
例の具体的事情を理由に適切なものと考えたのであり、普遍的な言明は
していない、と述べる。そして、控訴審裁判所が、醸造会社の反対給付
の価値は、かなり長期の購入拘束が相手方にとってなお負担できるかど
うかにとって決定的なものとなり得ると判断したこと、X の後からの任
意の追加給付を、BGB138 条の基準に契約が耐えられるかどうかの審査
において考慮しなかったことに賛成できるとする。当該事案において、
控訴審裁判所が、10 年の存続期間のある契約として契約を維持した点
については反対し、効果の面においては、追加給付の存在を考慮できる
としている。】
このように、BGB138 条による無効判断においては、飲食店に長期の
排他的購入拘束を課すことに対し、醸造会社が、契約締結時に、どの程
度の反対給付を行うことを約束しているかという給付の均衡の観点を問
題とするアプローチが採用され、おおよその拘束の限界については 20
年という基準が示されている。20 年という上限を置くことについては
98

批判的見解やこれに反するような判決がないわけではないが ）、20 年が
例外的に許される最大限度という判断はほぼ固まっている。通常は許さ
れるラインがあるのかという点については、一部の判決や学説では、15
年の拘束までは原則として許されるといった基準に言及するものがみら
99

れるものの ）、先に詳しく引用した BGH の第 8 民事部は、あくまで個別
事例の事情を勘案して判断されるべきものと述べている。無効判断の際
には、単純に期間の長さの問題だけではなく、一方では、経営者に対す
る取引活動自由に対する拘束の程度（全必要量を当該醸造会社から購入
する必要があるかなど）が考慮され、他方では、ビール醸造会社が経営
者に有利な条件で高額の貸付を行っているか否かといったビール醸造会
社の
（長期購入拘束を正当化する）
反対給付の内容が、
重要視されている。
なお、最初に締結されたビール供給契約の終了予定時点から新たに開
98 ） Christoph Klaas, Zur Dauer von Bierlieferungsverträgen unter besonderer
Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, BB1974,
1098; BGH Urt. v. 23.05.1973 WM1973, 924.
99）Westphalen, Fn. 94, Bierlieferungsvertrag 2008, Rn. 3.
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始するという形で、連続することを予定するビール供給契約が締結され
た場合に、合意内容の関連性に着目して、統一的契約として評価し、合
計の存続期間を、無効評価において問題とする判決もある（BGH Urt. v.
21.03.1990 NJW-RR1990, 816 WM1990, 1392100））。
（iii）BGB138 条 1 項による無効の効果
ビール供給契約における長すぎる拘束期間が、BGB138 条 1 項によっ
て無効となる場合、BGH の判例によると、BGB139 条の準用によっ
て、事実上の、あるいは仮定的当事者意思にも合致するものとして、
是認できる存続期間への縮減が行われている（BGH Urt. v. 14.6.1972

NJW1972, 1459 WM1972, 1224; BGH Urt. v. 23.11.1983 WM1984, 88
ZIP1984, 335; BGH Urt. v. 27.02.1985 NJW1985, 2693 WM1985, 608;
BGH Urt. v. 08.04.1992 NJW1992, 2145）101）。
まず、BGB139 条の準 用による存続期間の縮減を示している BGH

Urt. v. 14.6.1972 NJW1972, 1459 WM1972, 1224 は、「 判 例 は、 時 間
的に制限のないビール供給契約を良俗違反であると考えている（RG
JW1927, 119; BGH WM1970, 99）。それを超えて、1970 年 10 月 7 日（BGH
WM1970, 1402）の判決においては、20 年の拘束は原則として例外事例
における許容できる最大限度であり、かつ特別の事情を考慮してのみ甘
受できるものと考えられた。このような原則を当裁判所も維持する。と
りわけ、経験則によれば、飲食店は、そのような期間を超えて、彼によっ
て同意された拘束のリスクを十分に認識し、かつ評価できるような状況
にはないということが考慮に入れられる。ビールを当該醸造会所から排
。」
他的に購入する 20 年以上の義務は良俗違反である（BGB138 条 1 項）
と述べた上で、25 年以上続くことがあり得るという形での合意は良俗
違反であり、無効となるが、「ここから、当初の合意と追加合意が全部
無効となるわけではない。
」とする。そして、
「RG の二つの指導的判決
（RG JW1910, 62 と RG JZ76, 78）は、BGB139 条を持ち出して長すぎる
存続期間を適切な拘束にすることを拒否し」
、その理由を、
「裁判官が、
当事者が全く意図していなかった別の内容で契約を維持することはでき
100）Vgl. Manfred Thamm, Kurzkommentar, EWiR1990, 861.
101）原田昌和「一部無効の論理―高額な反対給付の縮減に関するドイツ法の最近
の展開―」甲南法学 42 巻 3＝4 号（2002 年）404 頁に、ビール供給契約に関する
判例における一部無効処理の簡潔な紹介がある。
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ないということ」に求めていたが、
この RG の見解には従わないとする。
「BGB139 条の原則的な不適用はこの規定の意義に矛盾し、差し迫った
実務の必要性にも適合しないものである。賃貸借や用益貸借が長すぎる

BGB139 条の意味で全体を一部に切り分けることに異論はなく、
場合に、
これが当事者の意思にも合致すると考えられている。BGB139 条の直接
適用または準用の前提要件は、より短期での飲料供給契約の維持が、事
実上または推定上の当事者の意思に合致することである。ここではそれ
が妥当する」と述べ、ビール供給契約は存続期間に関し分割できるもの
であり、BGB139 条の準用によって良俗に反しない部分は維持できると
いう理論構成を示している。このような理論構成には批判が多く、たと
えば、過度に長期の拘束が良俗違反となる場合、期間の定めが無効とな
り脱落するが、契約は解約告知され得るものとして維持されるといった
102）

解釈が提案されているものの

、判例は従来の理論を維持している。

その上、さらに注目されるのは、BGB139 条の準用によって、存続期
間が縮減された場合でも、醸造会社が約束した反対給付義務は完全な範
囲で維持されるとする BGH Urt. v. 08.04.1992 NJW1992, 2145 の登場で
ある。どのような事案において、期間短縮に伴う反対給付の縮減が問題
とされ、どのような論理によって BGH はその縮減を認めなかったのか、
以下にやや詳しくみることにしよう。
【BGH Urt. v. 08.04.1992 NJW1992, 2145
［ 事 実 の 概 要 ］1978 年 6 月 8 日、 ビ ー ル 醸 造 会 社 X は、Y に、 飲 食
店を経営するための不動産を販売した。同時に締結された契約におい
て、Y は、1978 年 6 月 1 日から、飲食店で必要となるすべてのビールと
ソフトドリンクを、最低 20 年間、X に注文し、総量として 10,000 hl の
ビールを購入すべきものとされた。不動産売買契約では、以下のよう
に記載されていた。「売買価格は 630,000 DM である……」「契約相手は
さらに飲料供給契約を締結する……」「飲料供給契約との関係で、土地
の売買において販売価格が、710,000 DM から 80,000 DM 値引きされて

630,000 DM となっている。」「不動産契約と関連するこの飲料供給契約
102）Claus-Wilhelm Canaris, Gesamtunwirksamkaeit und Teilgültigkeitrechtsgeschäftlicher Regelungen, Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburstag am 13 März
1990, 1990, S. 541ff..; その他、一部無効をめぐる諸学説については、原田・前掲
注 101）参照。
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が、何らかの理由によって、合意された範囲および合意された期間につ
いて履行されない場合には、売主は、ただちに不動産価格の値引き分

80,000 DM の全部または一部の返還を要求する権限を有する」「この返
還金額は、売主の選択に基づき、a）合意された期間と履行されなかっ
た期間の割合によって計算される、または b）契約上購入すべき飲料の
量と実際には購入されない飲料の量との割合によって、契約が実行され
た期間中の実際の飲料購入の平均額を基準とする額において、計算され
る……」。1979 年および 1980 年、Y は飲食店を縮小した。その後、Y は
破産状態になり、不動産は強制競売にかけられた。X は、予定ビールの
不購入量を理由として、80,000 DM の割引価格の清算金の支払として約

69,296 DM を請求し訴えを提起した。Y は、飲料供給契約は良俗違反お
よび EWG 条約 85 条 1 項に違反して無効であると主張している。その他、
被告は強制競売に帰責性がないことなどを主張している。
［判旨の概要］控訴審裁判所は、X の請求額は本来購入すべき飲料の
量と購入された量との比例計算によって算出されており、当初の存続期
間に対応して合意された 10,000 hl の購入量は、契約適合という方法で、
減額されるべきとする。すなわち、本件では、20 年の拘束は許容され
ないものの、不動産のかなりの値引きを考慮して、15 年に縮減される
べきであるとし、全購入量が、この期間に応じて減量され、現実の購
入可能量も考慮したうえで、補充的契約解釈によって、15 年という許
容される存続期間の合意においては、不動産価格の値引きは 60,000 DM
が適切であるとし、X は 20,000 DM の多すぎた値引きのほかに、清算金
として、39,650 DM を請求できるとした。
これに対して、BGH は、控訴審裁判所が 20 年の拘束が許容される事
情がないとした点も、15 年の存続期間を維持する形で一部無効的処理
をしたことにも問題はないとしたものの、契約期間の縮減に応じて、
値引き額を縮減したことについて次のように述べる。控訴審裁判所の見
解に反し、契約期間を 4 分の 1 部分縮減することは、値引きされる価格
をそれに応じて減少させるという効果をもたらすものではない。控訴審
裁判所は、短い存続期間の範囲で飲料供給契約を維持する判例の意義
と目的を誤解している。そのような契約の許される継続期間の判断に
は、醸造所の反対給付の重要性が、決定的な意義を有する。控訴審裁
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判所が 80,000 DM の値引きにもかかわらず、20 年の拘束期間は長すぎ
ると考える場合には、80,000 DM の X の反対給付が、20 年の存続期間
を正当化できないのであれば、4 分の 1 部分を縮めた存続期間は、4 分
の 1 部分を縮減した反対給付と不均衡な関係にあることになる。給付と
反対給付との間の不均衡は、両給付を同じだけ縮減したことによって除
去されないからである。判例は、以下のように理解されるべきである、
「双方の提供すべき、あるいはすでに提供した給付を考慮して」（BGH

WM1973, 357; BGH NJW1974, 2089）行われる 存続期間の縮減は、両
当事者のその他の契約上の義務、とりわけビール醸造会社の反対給付を
行う義務を変更せずに維持しての契約の存続期間の縮減となるだけであ
る、と。一方的な契約適合だけが、BGB138 条 1 項による義務の不均衡
】
の調整を可能とすることになる、とする。
この判決は、拘束条件、醸造会社の反対給付の内容を考慮して、長す
ぎると判断される存続期間は、全く無くなるのではなく、BGB139 条の
準用によって、事実上のあるいは仮定的当事者意思に合致する形で、期
間を縮減して維持されるが、その際には、醸造会社に義務づけられてい
た反対給付は、比例的に縮減されることにはならず、むしろ、飲食店経
営者側の義務（長期の拘束）だけが縮減されることによって、
はじめて、
飲食店側の負担する義務と醸造会社による反対給付との均衡がとれるこ
とになるとしている。醸造会社が 80,000 DM の反対給付をしても 20 年
の拘束期間を正当化できない場合には、60,000 DM によって 15 年の拘
束期間が正当化されることはないという論理である。この結果、一部無
効の論理によって縮減さる期間部分に対応する割引金の清算請求は認め
られなかった。拘束期間の一部無効の場合に、長期を前提として醸造会
社が行った金銭的利益の付与について縮減を認めなかったこの BGH の
論理に対し、その評釈では、長すぎる購入期間を伴うビール供給契約の
良俗違反が、給付の不均衡に依拠することについて、BGH は何ら理由
を述べていない点、60,000 DM の反対給付があった場合に 15 年の購入
拘束がなぜ給付の不均衡の観点から良俗違反となるかについて説明する
必要がある点、競業避止合意が長すぎる場合の一部無効処理とアンバラ
ンスがあることが指摘され、また契約時にあらかじめ 80,000 DM を売
買価格から割引せずに、契約が継続する限りで毎年 4,000 DM の支払い
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を醸造会社が約束していた場合に、経営者が購入をやめた以降もさらに
経営者がビール醸造会社に支払いを求める権利を認めるのかといった疑
103）

問を示すものがある

。そして、学説の一部では、BGB817 条 2 文（不

法原因給付）を根拠に、存続期間が無効となっても、有利な条件での
貸付や店舗捉供は維持されるといった解釈も主張されていたが

104）

、判例

は、BGB817 条 2 文に依拠することなく、給付の均衡の回復を問題とし
ていることになる。
（b）旧 AGBG9 条・BGB307 条の適用
それでは、存続期間に関する当事者間の合意が、個別交渉を経ない
醸造会社の用意した約款によるものであると判断された場合には、
存続期間条項の無効について別の判断基準が妥当するのであろうか。

AGBG9 条 1 項（現 BGB307 条 1 項）による無効について判断した BGH
Urt. v. 25.04.2001 BGHZ147, 279 NJW2001, 2331 の判断内容を確認し、
BGB138 条について形成されてきた判例法理と比較してみよう。
【BGH Urt. v. 25.04.2001 BGHZ147, 279 NJW2001, 2331
［事案の概要］飲食店 Y とビール醸造会社 X とは、
什器類の売買契約、
ビール購入契約、金銭消費貸借契約を締結した。具体的には、什器類の
販売代金および現金による貸付金の総額 150,000 DM は、ビール購入契
約と結びつけられ、ビール代金の割増金によって、月々 1,250 DM の返
済が予定され、X は排他的購入義務を 10 年間、かつ最低購入量 4,000 hl
に至るまで負担するものとされていた。契約がすべて履行された際に、
什器類の所有権は完全に Y に移転し、それまでは X に所有権留保されて
いる。さらに 1 年後、Y は X から追加的な貸し付けを受けたが、最初の
契約から約 8 年後に、X からのビールを購入せずに、他社との取引を開
始した。X は、Y に対して、他社からのビール購入をやめるよう差し止
めを求めるとともに、損害賠償を請求している。
［判旨の概要］10 年の拘束が AGBG9 条 1 項によって無効となるとし
た控訴審裁判所に対して、BGH は次のように判断している。普通取引
約款に設定された Y の 10 年間の購入義務は、契約の内容となっており、
103）Wienand Meilicke, Ist der Fall der Teilnichtigkeit von Verträgen vertraglich nicht
mehr regelbar?, DB1994, 821.
104）Canaris, Fn. 102, S. 543.
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その結果、AGBG9 条 1 項の基準による相当性の審査が行われることに
なる。そして、約款使用者が、相手方の利益を前もって十分に考慮する
ことなしに、かつ相応な補償を与えることもなく、一方的な契約の内容
形成によって契約相手方の負担で自己の利益を濫用的に貫徹しようとす
る場合に、契約書式上の条項は、AGBG9 条 1 項の意味での不当なもの
となる。個別に交渉された存続期間を伴うビール供給契約について、裁
判所は、許される限界の拘束期間の確定を常に回避し、かつ、その時々
の契約の内容、動機および目的を考慮して行われる両当事者の保護に値
する利益の考量を必要としてきた。したがって、許される購入拘束の期
間は、本質的に、醸造会社によってもたらされる反対給付の種類および
。
範囲ならびに拘束の客観的な範囲に左右される（BGH WM1984, 88）

BGH の若干の判決では、通常の事例において、15 年の拘束は許される
。10 年の拘束
と述べられている（BGHZ74, 2933; BGH WM1981, 687）
期間は、商人としてビール供給契約を締結した経営者を、いずれにして
も、通常の場合、不当に不利に扱うものとはならない。経営者には、そ
の種のビール供給契約と関連して、通常、飲食店の開業や営業の継続に
役立ちかつ継続的な飲料の購入によって償還される貸付金が与えられて
いるので、そのような拘束は、商取引において妥当する慣行ならびに両
当事者の利益と当事者の必要性とを考慮して、甘受すべきものである、
】
として、10 年の拘束を有効と認めた。
この判決からは、個別交渉合意ではなく、約款による契約であると
認定されたことが、どの程度判断に影響するのかは明らかとはならな
い。基本的には、BGB138 条による判断と同様に、醸造会社による反対
給付の内容が重要視され、本件事案の下で、約款上の 10 年の拘束は、

AGBG9 条 1 項に反しないということだけが述べられている。
学説においては、BGB138 条と BGB307 条以下の規範は、異なる目的
を追求しており、約款規制法によって、存続期間条項の不当性が審査さ
れる場合には、BGB138 条による場合よりも許容される限界線は厳しく
なるべきであると言われている。たとえば、貸付金の付与がない場合に
は、5 年を超える拘束は疑問となるが（5 年という数字の根拠について
、醸造会社が飲食店経営者によっ
は BGB624 条に言及されることがある）
て必要とされる貸付を行うことに義務づけられている場合には、貸付が
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飲食店経営者の経済的必要性に合致するもので、かつ利息などの条件も
相応なものであることを前提に、総合評価の上で 10 年の拘束を正当化
105）

する可能性はあるといった見解がみられるところである

。また、学説

においては、10 年の購入拘束を、通常の場合において、不当ではない
としたこの判決による定式化は、2005 年改正を経た GWB や EU カルテ
106）

ル法

との関係において今後も維持され得るか、BGB307 条の審査に

あたって、GWB・EU カルテル法が指導形象となり得るのか問題提起さ
107）

れている

。

なお、この判決は、結果的に、AGBG9 条 1 項違反はないとしたこと
から、無効の効果については言及していない。この問題は、不当な存続
期間条項の約款規制法による無効の効果（BGB306

108）

条旧 AGBG6 条）

に関する議論一般に還元される。約款上の条項が無効となった場合、そ
、
の条項を除いた契約は維持されるのが原則となるが（BGB306 条 1 項）
量的過剰性を理由に条項が無効とされる場合、当該条項の一部維持の可
能性、条項全体の削除の妥当性、補充を要する場合の方法と内容につい
ては、ドイツではいまだ激しく議論されている

109）

。ここではその詳細に

105）Westphalen, Fn. 94, Bierlieferungsvertrag 2008, Rn. 15（後に紹介するガソリン
ス タ ン ド 契 約 に 関 す る BGH Urt. v. 03.11.1999BGHZ43, 102 NJW2000, 1110 が
約款規制法によるより厳しい規制の指導的判決として引用されている）
；Wolf/
Dammann, Fn. 51, Klauseln B331. ビール供給契約については、近時の下級審
も、貸付金や什器等の提供がある場合、10 年の最低拘束期間は不当ではない
という判断を示している（LG Kln Urt. v. 15.03.2011 Juris, LG Düsseldorf Urt. v.
28.05.2009 Juris）
106）詳細については、第 1 章第 1 節Ⅰ 4（2）参照。
107）Lindacher, Kurzkommentar, EWiR2001, 889; Ulmer/H. Schmidt, Fn. 51, Bes.
Vertragtypen Teil 2 (8); Westphalen, Fn. 94, Bierlieferungsvertrag 2008, Rn. 9―
12, 15―16; Erman/Stefanie Roloff, Fn. 49, §307 BGB Rn. 94; Palandt/Christian
Grüneberg, Fn. 2, §309 BGB Rn. 96.
108）BGB306 条 1 項 普通取引約款が、その全部または一部において契約の構成要
素とならない場合、または無効である場合、契約はその他の部分において有効に
とどまる。
2 項 条項が契約の構成要素とならない、または無効である限り、契約に内容は、
法律上の規定に従う。
3 項 契約に拘束することが、2 項に規定された変更を考慮しても、一方当事者
にとって要求できないほどに過酷となる場合には、契約は無効となる。
109）Vgl. Canaris, Fn. 102, S. 541ff..; Johannes Hager, Der lange Abschied vom Verbot
der geltungserhaltenden Reduktion, JZ 1996, 175ff.; Staudinger/Peter Schlosser,
Fn. 60, §306 BGB Rn. 10―15, 22―28; Ulmer/H. Schmidt, Fn. 51, §306 BGB Rn.
13b-15b, 26―38a; Wolf/Wlater F. Lindacher, Fn. 51, §306 BGB Rn. 26―52; Ludwig
Häsemeyer, Geltungserhaltende oder geltungszerstörende Reduktion?, FS für Peter

〈50〉 契約における時間的な拘束の意義と限界（1）（丸山）

立ち入らないが、以下の他の契約類型においても、この点に関わる判断
が示されている場合については、言及していくこととする。
（2）ガソリンスタンド契約―事業者間契約
ここでいうガソリンスタンド契約とは、ガソリンスタンドの設備など
について、石油会社が投資をし、それに対して、ガソリンスタンド経営
者が、排他的購入義務を長期にわたって負担することを内容とする燃料
供給契約を意味する。顧客に対する燃料の販売は、ガソリンスタンドの
名前で石油会社の計算で行われる場合もあれば、石油会社の名前と計算
で行われる場合もあるが、ガソリンの長期にわたる購入拘束が主として
問題となっていることから、物品供給取引の箇所で扱うこととする。
（a）長期拘束と BGB138 条 1 項
（i）契約存続のオプション権
まず、25 年の拘束期間の後、契約上、石油会社が、ガソリンスタン
ド経営者の新たな取引相手候補が提示した条件と同じ条件で、契約を継
続するオプション権を持つ内容となっていた取引において、このような
契約条件の良俗違反性が問われた BGH Urt. v. 31.03.1982 BGHZ83, 313
NJW1982, 1692 がある。
【BGH Urt. v. 31.03.1982 BGHZ83, 313 NJW1982, 1692
［事案の概要］ガソリンスタンド経営者 Y は、1952 年 6 月 29 日の契約
に基づき、石油会社 X の名前と計算において X のために重油・ガソリン
などを販売してきた。契約は 1977 年 12 月 31 日までの継続期間を有し、
12 か月前に解約告知しなければ、5 年間で更新されることとなっていた。
契約書の 9 号には以下のような定めもあった。「9 号 最優遇条項 Y が
この協定を解約する場合には、Y は、第三者によって拘束力ある形で行

X に認める。」
われている申し込みに立ち入る権利を、撤回できない形で、
Y は X との契約を、1977 年 12 月 31 日にむけて解約告知した。Y は、A
と新たにガソリンスタンド契約を締結したが、その際、X に事前に契約
内容を知らせ、A と合意する条件と同じ条件で X との契約関係を存続さ
せる機会を X に与えなかった。X はこの Y の行動は契約書 9 号に違反し
この契約は、
ているものとして損害賠償を請求した。これに対して、Y は、
Ulmer zum70. Gebrutstag am 2. Januar 2003, S. 1097ff..
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Y を経済的に許されない形で拘束するものであり、契約書 9 号は Y を長
期間にわたり X だけに縛りつけることを可能とする条項であり、良俗違
反として無効であるなどと主張した。
［判旨の概要］BGH は、第三者による申し込みの条件と同じ条件で、

XY 間の契約を、存続させることができる権利を、撤回できない形で X
に付与している契約書 9 号の条件は無効であり、それゆえ損害賠償請求
権は理由づけられないとした控訴審裁判所の判断は正当である、とす
る。契約書 9 号は、X との契約関係を、Y が終了させることを不可能と
するものであることから、時間的に制限されない X への拘束を導くも
のであるという控訴審裁判所の考え方に賛成している。石油会社の意思
にだけ契約の存続を依存させ、ガソリンスタンド所有者には特定の契約
相手との契約関係を解消することが長期にわたって認められていない契
約内容は、合意された契約期間経過後の相手方選択に関するガソリンス
タンド所有者の経済活動の自由と自律性を、是認できないほどの狭めて
いるものであり、かつもはや誠実な取引観念に合致しないほどにガソリ
ンスタンド所有者を石油会社に依存させるものであるので、契約書 9 号
は公序良俗に反しかつ法律の基本思考に矛盾するものである、とする。
石油会社は、ガソリンスタンドの建物の建築、計量給油機、そのほかの
技術的設備について投資をしているため、10、20 年あるいは 25 年の拘
束は禁止されず、BGB624 条の適用もないが、特定の契約相手から解放
される可能性が完全に排除されることは正当化されない。長期の拘束と

BGB624 条が適用されないことは、石油会社がかなりの投資をしている
ことから根拠づけられる。したがって投資の回収という観点の下で確定
される相応な期間の拘束に問題はないが、契約書 9 号のような広範囲に
わたる時間的拘束は、BGB624 条の適用がなくても、この規定の法律の
基本思考に反するものである。それは、被用者を、人格的自由や職業選
択の自由に対する過度の制限から保護するために、一定期間の経過後、
長期の契約関係の終了可能性を、強行的に定めているものである。ビー
ル供給契約の判例は、無期限の拘束を無効と考えている。その理由は、
義務者が、それによって生じている拘束のリスクや危険を評価すること
ができないこと、そしてそのような無制限の拘束は、その長期性の観点
だけからすでに、義務者を、その経済的活動自由や自立性を是認できな
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い方法で狭めているものに至っているからである。ガソリンスタンド契
約にも同じことが妥当する。たしかに、第三者の申し込みと同じ内容で
契約が維持されるという点で、内容に不利益はないかもしれない。しか
し、石油会社の相手方の経済的自立性と職業活動の自由が、その石油会
社にだけ長期にわたり拘束され続けるという甘受できない方法で制限さ
れることになる。ガソリンスタンド所有者が、定められた契約期間が経
過し、償却が終わった場合に、契約を終了させるということは、石油会
社に要求できないものではない、と判示した。
】
ガソリンスタンド側が解約をし、他の取引相手方からの契約の申込み
を受けた場合、その新契約と同じ契約条件で、石油会社がガソリンスタ
ンドとの取引を継続できるものとする条項は、石油会社の任意により、
ガソリンスタンドを無期限に拘束できる契約条件であると評価され、時
間的に限定のない契約拘束は、ビール供給契約の場合と同様に、良俗違
反と評価されている。そして、良俗違反を判断する際に、直接適用はな
いものの、BGB624 条の基本思考が参照されている。
（ii）長期存続期間条項
次 に、 拘 束 期 間 の 長 さ の 妥 当 性 が 問 題 と な り、 か つ BGB138 条 1
項 に よ る 無 効 の 場 合 の 法 律 効 果 に つ い て 言 及 し て い る BGH Urt. v.

13.03.1997 NJW 1998, 156 について、確認しよう。
【BGH Urt. v. 13.03.1997 NJW 1998, 156
［事実の概要］Y は、1991 年 3 月 27 日、G 会社と、自己の不動産上で
経営するガソリンスタンドで、2006 年 12 月 31 日まで、G 会社だけから
燃料の供給を受け、Y の名前で G 会社の計算で販売することが合意され
た。1992 年 4 月 29 日の書面によって、G 会社は契約が X に譲渡される
ことを Y に連絡し、Y もこれに同意した。その後、当事者間で契約の履
行について話し合いがもたれたが、Y は、1992 年 11 月 9 日の即時の解
約告知の意思表示をし、X あるいは G からの燃料の購入を拒絶した。さ
らに Y は、ガソリンスタンドで行われた燃料の販売に関する情報を伝え
ることを拒絶した。1993 年 6 月 9 日、Y は、ガソリンスタンドの経営を
やめた。そして、ガソリンスタンドの経営も、ガソリンスタンドのある
不動産も第三者に譲渡した。X は、1993 年 6 月 19 日、訴えを提起し、
損害賠償などを請求し、Y に契約上の義務違反があること、Ｙには解約
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告知の権限がないことなどを主張している。
［判旨の概要］控訴審裁判所が、15 年間の排他的購入義務をともなっ
て Y を拘束するガソリンスタンド契約は BGB138 条 1 項に違反しない
として、2006 年までについて Y の損害賠償義務を認めたのに対して、

BGH は、Y による長期購入拘束と釣り合うような、ガソリンスタンド
の建築や経営の資本を自由に使わせるような契約上の義務を X が法律
行為の成立時に引き受けていたかどうかを控訴審裁判所が具体的に認定
していない点を問題とする。X によって支払われるリッターあたりの出
資において、Y に対する特別の資金援助が存在するのか、どの程度存在

X によっ
するのかが確認されていない。控訴審裁判所はこの確認を行い、
て引き受けられた給付義務が、15 年の排他的購入拘束を、BGB138 条の
観点において許容するものとなるか評価する必要がある。その際、争わ
れているガソリンスタンド契約がその地域の将来の経済的展開がなお見
通せない時点において締結されたものであったことも考慮される必要が
ある。控訴審裁判所が、争われている事例の基準となる事情の評価に基
づいて、1991 年 3 月 27 日の契約が過度に 長期の存続期間を理由に良俗
違反となるという結論に至る場合には、BGB139 条の準用によって、さ
らに、いかなる存続期間によって、契約は、現実のあるいは仮定的当事
】
者意思の下で、維持され得るかが審査される必要がある。

15 年の排他的拘束が許されるか否かは、反対給付との関係で判断さ
れる必要があることを確認し、また、長期存続期間の条件が無効となる
場合には、ビール供給契約と同様に、BGB139 条の準用と仮定的当事者
意思を根拠に、一定の範囲で存続期間が維持されるべきとしている。基
本的な判断構造も含め、ビール供給契約の判決と類似性がみられると言
えよう。
（b）長期拘束と AGBG9 条 1 項（現 BGB307 条 1 項）
次 に、 約 款 規 制 法 に よ っ て 判 断 し た 事 例 と し て、BGH Urt. v.
03.11.1999 BGHZ43, 102 NJW2000, 1110 を確認する。
【BGH Urt. v. 03.11.1999 BGHZ43, 102 NJW2000, 1110
［事実の概要］石油会社 X と、自己の土地の上でガスリンスタンドを
経営している Y との間で、1992 年 1 月 27 日と 3 月 31 日に、Y がもっぱ
ら X の燃料を販売し、その商品を購入するという契約が締結された。販
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売は、ガソリンスタンド Y の名前で、石油会社 X の計算で行われ、販売
のリッターあたり 0.04 DM の報酬が支払われることとなっていた。契約
の存続期間について、契約書の 7 条 1 号は「この契約は 1992 年 2 月 1 日
に開始し、1997 年 12 月 31 日まで継続する。その後、Y は X に、契約関
係の 5 年の延長についてのオプション権を認める。この行使について、

X は、Y に、契約が終了する 1 年前すなわち 1996 年 12 月 31 日までに意
思表示をする必要がある」。1 条 5 号では、「X は Y に契約期間中、計量
給油機、マスター、サービスカウンター、小型オートバイ、エアフィッ
クスを、使用貸借の方法で付与する。
」
「新たな投資に際しては、配分に
関する取り決めが行われる」と定められていた。1992 年 2 月 1 日から、
契約が開始され。1996 年 5 月 2 日の書面によって、X は、Y に、7 条 1 号
で認められているオプションを行使することを伝えた。その結果、契約
は 2002 年 12 月 31 日まで延長されることになった。1996 年 6 月 3 日の書
面によって、行政機関が、Y に、最後通告として、1996 年 6 月 31 日ま
でに、地下水汚染の回避措置を講ずることを要求してきた。この措置の
ための費用は、1994 年 2 月に X によって照会された費用計算書による
と、160,000 DM となる。1996 年 7 月 17 日の書面で、Y は、X と締結し
た契約を、7 条 4 号を示して解約告知した。この規定によれば、ガソリ
ンスタンドの経営が、官公庁の措置によって不能ないし、不経済となっ
た場合には、3 か月の解約告知期間を保持して解約告知できるとされて
いた。X は要件を満たしていないと考え Y の解約に異議を唱えた。当事
者は、X のオプション権の行使によって、契約が 2002 年 12 月 31 日まで
延長されたかどうかについて争っている。Y はこのオプション条項を甘
受できないものと考えている。X は、Y が他の会社から燃料を購入する
ことについての差し止めも求めている。
［判決の概要］差し止め請求権は X に帰属しない。というのも、契約
は 1997 年 12 月 31 日をもって終了しているからである。契約書の 7 条 1
号のオプション条項は、AGBG9 条 1 項によって無効となる。11 年弱の
契約の存続期間は、長期拘束にかかわる観点の全評価の下で、Y を不当
に不利に扱うものと評価される。10 年以上の拘束は、特別の事情があ
る場合にのみ、不当とならない。本件ではそのような事情が欠けてい
る。X の投資は、契約期間中の、使用貸借の方法による設備の提供だけ
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である。Y が必要な不動産を設置しそれによって X は商品を販売できる
状況にある。さらに、契約締結時に、遅くとも 1997 年には、環境保護
の理由から、かなりの投資の必要性が Y を待ち受けていることが予見で
きたことも考慮する必要がある。契約書 1 条 5 号の新交渉による費用配
分の可能性や契約書 7 条 4 号による解約可能性は、Y を長期に拘束する
ことの不当性を取り除くものではない。11 年弱のここで合意された排
他的拘束が、相手方の経済活動の自由と独立性を、
約款使用者に有利に、
是認できない方法で狭めているかどうかが、両契約当事者の保護に値す
る利益の包括的考慮の下で、確認されなければならない。BGH は、長
期購入拘束の正当性について、反対給付、投資の回収の観点を考慮して
きた。これはガソリンスタンド契約においても援用され得る。25 年 の
拘束を承認する場合には、石油会社のかなりの投資を前提としてきた。
近時の判決も、石油会社が契約によっていかなる範囲の義務を引き受け
ているかに着目している。X の今回の投資は 10 年を超える拘束を正当
化しないという控訴審裁判所の判断は正当である。

AGBG の適用領域では、長期の拘束期間を相応な範囲に縮減するこ
とは許されない。無効な存続期間条項の一部維持は AGBG の目的にも
反する。補充的契約解釈の方法で、最初の存続期間を超えて相当な期間
が補充されることもない。補充的契約解釈は、……補充されるべき任意
法規が存在せず、かつ無効な条項の代替なしの削除が約款使用者と相手
方の典型的利益を考慮に入れた相応な解決を提供できない場合にかぎら
。このような前提要件はここでは満たされない。オ
れる（BGHZ90, 69）
プション条項の代替なしの削除が不当であるかは明らかではないし、ま
】
た X によって主張立証されてもいない。
取引は約款によるものと認定され、AGBG9 条 1 項による規制が認め
られている。BGB138 条の場合と同じく、長期拘束に対する約款使用者
の反対給付が考慮されるとしているものの、BGB138 条における判断と
は異なり、10 年の拘束が正当化されるのは、特別の事情がある場合だ
けであると述べられている点が注目される。また、無効の効果として、
無効な条項の一部有効性を維持しての縮減適用は行っておらず、また補
充的契約解釈も限られた場合だけに認められるとして、延長に関するオ
プション条項の代替補充なしの削除を認め、最初に予定された存続期間
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の経過によって契約の終了を認めている。
（3）エネルギー供給契約―事業者間契約 / 消費者契約
ガス、水道、
電気などエネルギーの供給について契約が行われる場合、
一般料金顧客（Tarifkunde）とエネルギー供給事業者との契約は、法規
命令（Rechtsverordnungen）がその内容の詳細を定めている

110）

。これに
111

対して、法規命令の適用対象外となる特別顧客（Sonderkunde） ）との
契約関係については、その契約について私法による内容規制が問題とな
る。もっとも、BGB310 条 2 項（旧 AGBG23 条 2 項 2 号）はこのような
状況を前提に、約款規制に関する次のような適用除外規定を置いている。
「BGB310 条 2 項 308 条および 309 条は、供給網から電気、ガス、遠隔
暖房ならびに水を特別顧客に対して供給する電気、ガス、遠隔暖房およ
び水の供給事業者の契約に対しては、供給条件が電気、ガス、遠隔暖房
ならびに水を一般料金顧客に供給するための普通取引約款に関する法規
命令を、顧客に不利に逸脱していないかぎりで、適用されない。1 文は、
汚水処理に関する契約にも準用される」。この規定は、仮に特別顧客が
消費者である場合でも、一般料金顧客以上の保護を受ける必要はない
112）

という考えに基づき設けられたものである

。BGB への取り込み前の旧

AGBG23 条 2 項 2 号と対比してみると、水の供給および遠隔暖房供給が
対象に加えられ、汚水処理への準用も認められるようになったことを確
認できる。このような改正の背景には、エネルギー供給契約の自由化に
113）

よる特別顧客の増加という事情が指摘されている

。なお、条文上、明

確には示されていないものの、事業者間取引ではそもそも BGB310 条 1
項によって BGB308 条 309 条の適用はないことから、BGB310 条 2 項の
適用範囲は、消費者契約に限定されるという解釈が主張されている

114）

。

なお、BGB307 条の適用は可能であるが、一般料金顧客との契約に用い
110）Wolf/Dammann, Fn. 51, §310 Abs. 2 BGB Rn. 1.
111）一般料金顧客以外の顧客であり、事業者や公法人であることが多いが、一般
消費者が特別顧客となることもある（Wolf/Dammann, Fn. 51, §310 Abs. 2 BGB
Rn. 4）。
112）BT-Drucks., 14/6040, S. 160.
113）Ulmer/P. Ulmer＝C. Schäfer, Fn. 51, §310 BGB Rn. 96.
114）Ulmer/P. Ulmer＝C. Schäfer, Fn. 51, §310 BGB Rn. 99; Wolf/Dammann, Fn. 51,
§310 Abs. 2 BGB Rn. 4.
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られる法規命令に基づく契約条件は、特別顧客との関係においても、
「法
規命令に合致していれば BGB307 条によって無効とされない」という方
向で、指導形象を果たすとされている

115）

。

（a）遠隔暖房契約における通常の解約告知権の排除条項
遠隔暖房供給契約は、1980 年 6 月 20 日にはじめて、契約条件に関す
る法規命令（Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung
mit Fernwärme: AVBFernwärmeV）が成立した事業であり116）、以下にみ
る長期拘束に関する BGH の判決は、この法規命令が出される以前の判
決である

117）

。問題となった遠隔暖房供給契約では、契約期間が定められ

ず、かつ通常の解約告知権が排除され、その家屋に住む限り、契約に拘
束されるという内容となっていた。ビール供給契約やガソリンスタンド
契約に関する判例では、原則として BGB138 条により無効となるとされ
ていた時間的に限定のない拘束が、ここでも問題となっているのである。
【BGH Urt. v. 07.05.1975 BGHZ64, 288 NJW1975, 1268
［事実の概要］Y は不動産を購入したが、そこに建てられていた建物
は遠隔暖房に接続しており、1968 年 7 月 29 日に、Y と遠隔暖房供給事
業者 X との間で暖房供給契約が締結された。契約においては、以下のよ
以下の場合に終了する。a）
うに定められていた。
「20 条 5 項：この契約は、
暖房供給事業者と石油会社との間の用益貸借契約の終了 b）家屋の所有
者としての顧客が、その所有権を譲渡した場合、顧客は、この契約から
生じる権利及び義務を、所有権取得者に移転しなければならず、かつ遅
独自の暖房設備を家に設置し、
滞なく、指名しなければならない」
。Y は、

1969 年 12 月 24 日の書面によって X との暖房供給契約を解約告知する旨
を伝え、遠隔暖房の接続を遮断した。X は、これに対して 1970 年 2 月 3
日の書面によって解約告知に異議を唱え、通常の解約告知権は契約上排
除されていること、特別の解約告知を正当化するような理由は Y には存
在しないこと、それゆえ、X は、Y に、自己の設備による暖房をやめ、
第三者から暖房を購入することをやめること、作りつけた暖房設備を除
去すること、遠隔暖房を再び設置し、必要な接続器具を新たに設置する
115）Wolf/Dammann, Fn. 51, §310 Abs. 2 BGB Rn. 5.
116）Wolf/Dammann, Fn. 51, §310 Abs. 2 BGB Rn. 6.
117）Hans-Joachim Hiddemann, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den
Energieversorgungsverträgen, WM1976, 1294, 1304.

〈58〉 契約における時間的な拘束の意義と限界（1）（丸山）

ことへの忍容を求めて訴えを提起した。
［判旨の概要］控訴審裁判所は、20 条 5 項の条項から、通常の解約告
知権は排除されているものと解した。これを前提に、BGH は、通常の
解約告知権の継続的排除が、良俗違反であるか否かについて判断を示し
ている。BGH は次のように述べている。債務法を規定する一般的な契
約自由の原則は、長期にわたり法律的な拘束を結ぶ可能性を認めている。
したがって、これ（通常の解約告知権の排除）は、原則として、良俗違
、
信義則違反でも（BGB242 条）ない。そして、
ビー
反でも（BGB138 条）
ル供給契約における判例が、良俗違反を、個々の事例の内容によって、
個人の独立性と自由ならびに最低限の経済活動の自由が、繁栄と破滅を
契約相手に委ねたと言えるほどに制限されているか否かによって判断し
ていることに言及したうえで、ビール醸造者と飲食店経営者との利害状
況は、暖房購入者と供給会社との関係と同置され得ないとする。すなわ
ち、消費の習慣の変化、とりわけ顧客の嗜好が変わることや、より良い
融資条件を希望することは、あまりに長い間、ひとつの同じビール醸造
者に拘束されるべきではないという飲食店経営者の重大な利益を根拠づ
ける。他方で、ビール醸造者には、新たな顧客を獲得する機会は開かれ
ているので、このような利益の考慮が要求できない不利益というまでに
は至らない。このようなビール供給契約について判例が示した観点は、
今回の事例にそのまま転用はできない、とする。今回の事例では、X は、
暖房を供給することに義務づけられていること、X は、長期の継続と多
くの顧客の存在を基礎に計算をして、高額の投資をしていることを指摘
し、多くの世帯への暖房供給を確保するための経常費用は、時間的に無
制限の購入義務を正当化できるとする。そして、最終的に、X は、この
地域以外の顧客を獲得できないにもかかわらず、住宅地域開発計画の一
環として高額な投資をしており、X の事業の存続は、一定地域の顧客共
同体に依存していることから、時間的に無制限の通常の解約告知の排除
を正当化できるとされている。BGH は、重大事由による即時の解約告
知権は排除されていないこと、顧客にとっても、不当な価格ではないか
ぎりで、このような拘束は要求できないものではないとする。
】
ビール供給契約やガソリンスタンド契約では BGB138 条によって無効
とされる時間的に限定のない拘束（期間の定めのない契約における通
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常の解約告知権の排除）が、遠隔暖房供給契約においては、供給者側
の高額の投資、投資回収の対象となる顧客圏の制約を理由に、有効と
判断された。ただし、時間的に制限のない拘束を有効としたこの判決
118）

に対しては批判的評価がみられる

。その他、近時の下級審判決（OLG

Düsseldorf Urt. v. 23.04.2007 CuR2007, 66）には、建築業者と暖房を供
給する業者との間で、供給者が投資して暖房設備を設置するかわりに、
建設業者は住宅を購入する顧客にガスの提供や設備の清掃などを含めた
包括サービスに関する 15 年の暖房調達契約に同意させるという仕組み
となっていた場合に、家屋購入者が暖房調達契約に拘束されることにつ
いて争った事案において、15 年の存続期間条項に対する BGB309 条 9 号
119）

の適用を否定したうえで

、先行投資の存在や料金が高くてもパック内

容が充実していることなどを理由に、15 年の拘束は BGB307 条の審査
に耐えられ、有効であるとしている。
（b）特別顧客とのガス供給契約における存続期間条項―Martinek の鑑定
120）

意見

。

1980 年代におけるエネルギー供給契約と長期拘束規制に関する議論
として、Martinek が、ガス供給契約について鑑定意見を提示しており、
この内容を確認しておく。この鑑定意見では、その当時、5 年あるいは

10 年の最初の存続期間を定め、1 年あるいは 2 年の解約告知期間を保持
して解約告知しない限り、更新されるとしていた特別顧客とのガス供給
契約条件の有効性について検討が加えられている。

Martinek が鑑定意見を示した当時、一般料金顧客との間に適用さ
れ て い た ガ ス 供 給 に 関 す る 法 規 命 令（Verordnung über Allgemeine

Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden: AVBGasV）32 条 1
項の規定は、1 年の最低拘束期間の終わりにむけて 1 か月の解約告知期
間を保持して解約できるとされていた。このことから、当時の特別顧
118）たとえば、Joachim Jickeli, Der langfristige Vertrag, 1996, S. 156 は、無制限の拘
束合意は、行われている投資の動機が過剰投資や独占のためではない場合には有
効となる余地があるが、独占に結びつく投資は、永久拘束を正当化しないと述べ
ている。Jickeli の見解については、Ⅲで詳しく取り上げる。
119）裁判所は、この点、BGB309 条 9 号の適用のない継続的債務関係であるという
だけで詳論していない。
120）Michael Martinek, Langfrsitige Laufzeitklauseln als Wettbewerbsinstrumente in
Gasversorgungsverträgen, BB1989, 1277.

〈60〉 契約における時間的な拘束の意義と限界（1）（丸山）

客との契約内容（5 年ないし 10 年の拘束）は、特別顧客に対し不利に

AVBGasV を逸脱するものであり、AGBG23 条 2 項 2 号（現 BGB310 条
2 項）によれば、AGBG11 条 12 号（現 BGB309 条 9 号）の規制が及ぶこ
とになると考えてよいとする。ただし、特別顧客が商人の場合には、

AGBG24 条 1 項 1 号（現 BGB310 条 1 項）から、AGBG11 条 12 号は適用
されず、AGBG9 条 1 項（現 BGB307 条 1 項）によって存続期間などの
条項が審査されることになるが、ガス供給契約における利益状況に関し
ては非商人である特別顧客と商人である特別顧客との間で差はないとし
て、AGBG11 条 12 号が示す最高期間を超えるものは無効となるという
見解を示していた。
（c）現在の法規命令における存続期間・解約告知規制
エネルギー供給契約に関する法規命令は数次の改正を経ているが、
現在の法規命令の内容はどのようなものとなっているのであろうか。
たとえば、遠隔暖房契約に関する法規命令（AVBFernwärmeV）は、

2010 年改正を経た 32 条において、存続期間の上限を 10 年とし、9 か
月の告知期間をともなって解約告知されなければ、さらに 5 年間黙示
に更新されたものとみなすという内容となっているが、契約者が家屋
の賃借人である場合には、賃貸借契約の終了を理由にいつでも 2 か月
の解約告知期間を保持して解約告知できるとしている。また、ガス供
給契約の法規命令（die Verordnun über Allgemeine Bedingungen für die

Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas
aus dem Niederdrucknetz: GasGVV121））は、その 20 条において、顧客側
からの解約告知の場合には、基本供給契約は 2 週間の解約告知期間を保
持して解約告知され得ると規定している。そして、解約告知に対して、
特別の料金を要求することも禁じられている。
冒頭でも述べたように、この法規命令が一般料金顧客との契約を規律
するとともに、消費者である特別顧客との契約にも、指導形象として影
響を与え、また事業者間取引においても、消費者契約よりも厳しい基準
で内容規制が行われることはない、という形で影響を与えている。

121）AVBGasV は 1979 年に交付され、2006 年改正によって GasGVV となった。
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（4）雑誌・新聞定期購読契約―消費者契約
雑誌や新聞の定期購読契約は、Zeitschrift- und Zeitungabonnement と
いわれるが、この Abonnement という概念は、一定の存続期間にわたり、
あるいは期限を定めないままに継続的に、種類物の連続的購入や、役務
の連続的利用を行うという取引を意味する。個々に購入した場合よりも
値引きされることが多く、またしばしば前払いが要求されるという特徴
122）

があると言われている

。

雑誌・新聞の定期購読契約は、原則として、BGB505 条 1 項

123）

1文2

号にいう分割供給契約に該当する。雑誌・新聞の定期購読契約が分割供
給契約に該当する場合、売買総額が 200 ユーロを超えているかぎりで、
消費者には撤回権（いわゆるクーリング・オフ権に相当するもの）が帰
属することになる（BGB505 条 1 項 2 文、491 条 2 項 1 号、355 条）。ただ
し、代金が前払いされている場合には、分割供給契約は存在しないと解
124

釈されており（BGH Urt. v. 07.12.1989 NJW-RR1990, 562） ）、前払いが
行われている場合には、この撤回権も帰属しないことになる。
（a）BGB309 条 9 号による規制：
「定期的供給」要件および「組となっ
て販売される商品」の適用除外
新聞・雑誌の定期購読契約は、一般には、BGB309 条 9 号の規制対象
となることが多いが、シリーズ本の供給や全体巻数があらかじめ定まっ
ているような取引の場合、第一に、時間の経過によって量が左右され
ず、あらかじめ全体量が定めっているような契約は、時間の経過に応じ
て次々と義務が発生する訳ではないという点で、その見出しが「継続的
債務関係における存続期間」となっている BGB309 条 9 号の適用外の取
122）Westphalen/Andreas Kappus, Fn. 94, Abonnementvertrag und Druckschriftenvertrieb 2004, Rn. 1.
123）BGB 505 条 1 項 消費者の意思表示が事業者との間の以下の各号に定める契
約の締結に向けられている場合には、2 文の規定の適用を妨げることなしに、
355 条による撤回権が当該消費者に認められる 1 号 ひと組のものとして売ら
れている複数の物の分割供給を目的とし、かつ目的物の全体の対価が分割して支
払われるべき契約 2 号 同種の物の定期的供給を目的とする契約 3 号 物の
反復的取得または受給への義務づけを目的とする契約。この場合、可能とされて
いるもっとも早い解約告知時点までに消費者から支払われるべき分割払金額の総
額が、491 条 2 項 1 号にいう純貸付金額にあたるものとする。
124）このような解釈に疑問を呈する学説もあり、とりわけ債務法現代化法による改
正後、このような制限的な解釈を維持することには疑問が提示されている（Harald
Schneider, Widerrufsbelehrung beim Ratenlieferungsvertrag, ZGB2003, 21, 22）.

〈62〉 契約における時間的な拘束の意義と限界（1）（丸山）

引となるのではないかが問題となり、第二に、BGB309 条 9 号において
明文で適用除外とされている「組となって販売される商品の給付」に
該当するのではないかが問題となる。第 1 章第 1 節Ⅰ 2 においても確認
したように、第一の問題については、時間の経過に左右されずに、全体
量が前もって定まっている場合には、本来的継続的債務関係の特徴であ
る時間の期間に左右される義務の発生が欠けているという点において、
BGB309 条 9 号の適用対象外となるとする見解125）と、全体量があらかじ
め確定しているだけでは、BGB309 条 9 号の適用は否定されず、「組と
なって販売されている」と言える場合にのみ適用除外となるという見解
があり

126）

、さらに第二の問題についても、個々の給付だけの場合の有用

性の有無という観点が示されているが、
いかなる程度であれば、
組となっ
て販売される商品と評価されるかについて具体的な判断は分かれている
と言える

127）

。

シリーズ本の販売が、組となって販売される商品給付にあたるかどう
かについては、次の BGH の判決がある。
【BGH Urt. v. 10.03.1993 NJW1993, 2052
［事案の概要］消費者団体 X による差止訴訟である。出版業者 Y は、
訪問販売の方法で、世界の重要人物について年代順に記述する 24 巻の
シリーズ本を販売している Y はこのシリーズの販売に用いる注文書式
で、以下のような選択肢を示していた。
世界の重要人物について年代順に記述する 24 巻のシリーズ本を販売
している。これには、2 巻の索引巻が含まれている。Y はこのシリーズ
の販売に用いる注文書で、以下のような選択肢を示していた。
「・四半期に 2 巻送付、月々の支払 98 DM、1 巻の価格は 147 DM、保
証される固定総額 3528 DM
125）Wolf/Dammann, Fn. 51, §309 Nr. 9, BGB Rn. 10―12.
126 ） LG Saarbrücken Urt. v. 25.09.1987 NJW 1988, 347; OLG Stuttgart Urt. v.
13.03.1992 NJW-RR 1992, 887; MünKomm/Basedow, Fn. 58, §11 Nr. 12 AGBG
Rn. 5; Ulmer/G. Christensen, Fn. 51, §309 Nr. 9 BGB Rn. 10.
127）次にみる 1993 年の BGH は、2 巻の索引を伴う 24 巻の偉人シリーズを、組と
なって給付されるものと認めているが、百科事典などとくらべ、性質上の一
体性、個々の巻における制限的有用性は認められないとして、このようなシ
リーズ本を組となって給付されるものと解釈することに疑問を呈する見解もあ
る（MünKomm/Basedow, Fn. 58, §11 Nr. 12 AGBG Rn. 5; Staudinger/CoesterWaltjen, Fn. 60, §309 Nr. 9 BGB Rn. 5）。
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・2 か月ごとに 1 巻送付、月々の支払 78 DM、1 巻の価格は 156 DM、
保証される固定総額 3744 DM
・3 か月ごとに 1 巻送付、月々の支払 56 DM、1 巻の価格は 168 DM、
保証される固定総額 4032 DM」
この選択肢に顧客がチェックをして申し込みをするようになってお
り、X は、これらの条項が、その拘束期間を理由に AGBG11 条 12 号 a
に反するものであり、また存続期間の隠ぺいを理由に、透明性の要請に
反し AGBG9 条に違反するものとして差止めを求めている。
［判旨の概要］BGH は、これらの条項は AGBG11 条 12 号 a に違反す
るものではないとする。その理由は、AGBG23 条 2 項 6 号によって適用
対象外とされる「組になって販売される商品の給付に関する契約」に該
当するということにある。その場合、組として販売されているものとい
う概念について、客観的基準が決定的となるかどうか、全体への拘束が
当事者の意思から明らかとなればよいかどうかは判断しなくてもよいと
する。その理由は、総額と引き換えに、全体量を獲得するということに
向けられた当事者意思に加えて、『偉人』シリーズ 24 巻において、ひと
組である物の全体の発生について取引通念によれば疑いが生じ得ないほ
どの多くの客観的結合要素が加わっているからであるとする。このよう
な客観的結合が、 統一的形態 や 2 巻の 索引 によって 22 巻の結びつきが
共通テーマの巻は、
生じていることからも明らかとなるとし、
とりわけ、
異なる対象を純粋に任意に集めて選定したということを取り去り、かな
りの程度の関連性を示すものとなっているとする。個々の巻での有用性
は限定されており、AGBG23 条 2 項 6 号の適用除外の場合にあたるとし
た。さらに、AGBG9 条違反の点についても、無効を導くような不透明
性はないとした。】
このように、BGH は、2 巻の索引集で互いに結びつけられている 24
巻の『偉人』シリーズについては、BGB309 条 9 号の適用除外となる「組
になって販売される商品給付」
であると評価した。もっとも、
単にシリー
ズ化されているというだけでなく、全巻をまとめあげるような索引集の
巻が予定され、個々の巻だけでは利用価値が制限されるような場合であ
ることが言及されている点には注意すべきであろう。

〈64〉 契約における時間的な拘束の意義と限界（1）（丸山）

（b）BGB307 条による規制
存続期間が 2 年を超えなければ、BGB309 条 9 号 a は介入しない。で
は、2 年を超えない範囲であれば、雑誌・新聞の定期購読契約は有効と
されるのであろうか。BGB307 条による内容規制が問題となる。週刊新
聞の定期購読契約において、この点についての判断を示したのが、次の

BGH の判決である。
【BGH Urt. v. 29.04.1987 BGHZ100, 373 NJW1987, 2012
［事実の概要］消費者団体 X による差止訴訟である。週刊雑誌を発行
している出版社 Y は、定期購読申込票において、以下の条項を用いてい
た。
「私は、○○週刊新聞を、
……さしあたり 2 年間で申し込みをします」
（条項 2）「定期購読は、期間経過の 3 か月前までに、書面にて解約告知
。X はこれらの
されない場合には、さらに 1 年更新されます」（条項 2）
条項の差し止めを求めている（存続期間、解約以外の条項に関する争い
については省略）。
［判旨の概要］条項 1 について、控訴審裁判所は、2 年の拘束期間は、

AGBG11 条 12 号 a には適合しているが、AGBG11 条 12 号 a は絶対的上
限を定めるものにすぎないので、AGBG9 条による審査は妨げられない
とし、2 年の拘束期間は顧客を不当に不利に扱うものであるとした。こ
れに対して、BGH は、控訴審裁判所が、AGBG9 条による存続期間の審
査可能性があるとした点は正当であり、雑誌定期講読における 2 年の存
続期間を不当とする見解が学説の多数を占めているものの、これには賛
成できないとした。控訴審裁判所は、AGBG 施行以来、雑誌営業にお
いては 1 年の拘束が通常であり、多数の出版事業者は 2 年より短期の期
間で活動しているとするが、これについては学説を引用しているだけで
あり、X もこの点については証明できていないとして、次のように言う。
立法手続きにおいて明らかとされた立法者の規制の意図と決定された評
価が、出発点とされなければいけない。この立法者の意図につては、連
邦法務省の作業グループは、1 年を超える最初の存続期間を不当とした
が、これは採用されず、法委員会によって 2 年が採用されたことに言及
し、立法者が、2 年という期間を、適切な利益調整のための限界と認め
たことは明らかである、とする。そして、立法過程において、まさに雑
誌定期購読が典型例として言及されていたとし、立法者の典型的な評価
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は、AGBG9 条による内容規制に際しても、考慮しないわけにはいかな
い と述べる。立法者の規制の意図は、まさに AGBG11 条 12 号 a の規定
自体から認識可能であり、そこから、いずれにせよ、立法者によって認
識された長期にわたり継続する商品供給においては、2 年の最高期間は
許されないものではなく、立法資料から、新聞雑誌の定期購読契約が、
そのようなものとして立法者によって予定されていた通常事例である、
とする。特別の態様において AGBG9 条による規制を行う可能性はある
が、立法者が念頭に置いていなかった今回の事例ではそのような特殊性
は証明されていないとする。条項 2 についても、条項 1 で述べたところ
と同じ考量が妥当するということである。
】

BGH は、AGBG11 条 12 号（現 BGB309 条 9 号）が無条件に無効とな
る上限期間を定めているものにすぎず、通常、2 年の雑誌定期購読契約
は AGBG9 条（現 BGB307 条）1 項によって無効となると考えてよいと
するそれまでの支配的見解に反して、AGBG11 条 12 号において設定さ
れた期間を超えていない場合には、立法過程で考慮されなかった特別
の事情が当該事例で確認できないかぎり、AGBG9 条による審査におい
ても、存続期間条項が無効となることはないと判断した。このような

BGH の理由づけに対しては批判が多い。この問題は、禁止条項リスト
（BGB308 条 309 条）と不当条項規制の一般条項（BGB307 条）との関係
の理解にある。この点について、詳しく論じる Manfred Wolf の見解を
128）

みてみよう

。Wolf によると、AGBG10 条 11 条（現 BGB308 条 309 条）

の禁止条項には三つの種類のものがあり、その種類によって AGBG9 条
との関係が異なってくるという。
三つの種類とは次のようなものである。
第一に、禁止規定から逆推論が導かれる場合であり、禁止条項によって
把握されないケースは、原則として許されていると考えてよく、特別な
理由がある場合にのみ、AGBG9 条によって無効となるという種類の禁
止条項である。AGBG11 条 2 号 a や 11 条 5 号がこれにあたるという。第
二に、類似の事例への類推の基礎となる禁止条項であり、AGBG11 条 6
号、11 条 11 号がこれにあたるという。第三に、
逆推論も類推も行われず、
むしろ、独自の評価が AGBG9 条による規制に際して行われるべき中立
的禁止条項があり、AGBG11 条 1 号がこれにあたるという。そして、第
128）Manfred Worf, Anmerkung, JZ1987, 833.
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一種類に分類されるのは、広い適用領域をもつ禁止条項などであり、そ
の場合、若干の把握されない条項類型は、立法者によって許されたもの
と推定される。BGH は AGBG11 条 12 号をこの逆推論を伴う禁止条項と
解し、理由づけとして立法資料を引用するが、2 年の期間が雑誌の定期
購読にとって一般的に相応であるという理由は見出せず、むしろ、立法
過程では、継続的債務関係の多様性に直面して、1 年を超える拘束期間
をすべて禁止とするのは厳しすぎるという判断があっただけであること
を考慮すると、AGBG11 条 12 号 a は、第三番目の種類の中立的禁止条
項と捉えるべきとする。その上で、AGBG9 条の審査においては、給付
の種類、個人の能力や健康状態との関連性、対価の額、約款使用者側の
価格変更権の有無などが考慮されるべきであるが、Wolf 自身は、結論
として、2 年の雑誌定期購読は通常は異議を唱えられるべきものではな
いとしている。
な お、 そ の 後 の 下 級 審 判 決（OLG Frankfurt Urt. v. 20.04.1989
OLGZ1989, 491 NJW-RR1989, 957）においても、雑誌・新聞の定期購
読契約において 2 年間の拘束を予定すること自体は、問題がないという
129）

判断が示されている

。学説には、2 年の拘束はとりわけ雑誌や新聞の

内容が顧客のイメージと異なっていることが判明するような場合には、
130）

不当な負担を課すことになり得るという見解

がある一方で、Wolf と

同様に、BGB307 条に特有の考量、すなわち契約の種類、相手方の負担
（経済的負担、給付の受領に伴う負担、その他の影響）
、約款使用者の利
益（投資、開発費・経常費など）の総合考量においても、雑誌購入の場
合に、顧客は支払義務以外を負担せず、額は通常僅かであることから、

2 年の拘束は許されるという見解がある131）。なお、無効の効果について
は、BGB309 条 9 号 a に関する一般的説明として確認したように、解約
129）この判決では、「この合意は、少なくとも 2 年間有効である。私は、その後、
クラブ特典を将来もはや利用しないと考えた場合には、私は貴社にこのことを、
メンバー年の経過する 3 か月前に書面にて伝えるものとします。」という条項に
ついて、1 文と、2 文の「danach（その後）」という言葉によって、顧客が、2 年
の経過後にはじめて三年の末に向けて 3 か月の解約告知を保持して解約できると
いうように理解する可能性は排除できないとし、不明確な条項であり、顧客を不
当に不利に扱うものとして AGBG9 条によって、商人以外の顧客との関係では、
差し止められるべきものとしたが、条項の 1 文自体には問題がないとしている。
130）Ulmer/G. Christensen, Fn. 51, Bes. Vertragstypen Teil2 (39) Rn. 3.
131）Wolf/Dammann, Fn. 51, Klauseln A7.
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告知期間に関する任意規定の存在しない売買契約の領域では、随時の解
約告知が認められるとする見解や補充的契約解釈によって相応の存続期
間や解約告知期間が補充され得るといった見解がみられたところである。
（5）小括
以上、取引の主たる要素として売買契約が存在する取引類型において、
とりわけ時間的拘束の限界に関し BGH で争われ、学説においても議論
されている個別取引類型をみてきた。
物品供給型契約においては、民事実体法において、期間の定めにかか
わらず自由な解約告知を認める特別の解約告知権は用意されておらず、
合意された存続期間について、その時間的拘束の限界がまさに訴訟にお
いて争われている。しかし、ここで確認した個別の取引類型において、
売買が取引の主たる性格であるということから、同種の解決アプローチ
が採用されているかというと、そうではなかった。上記でみてきた判決
例からは、次のようなアプローチの傾向を確認することができた。
まず、単なる売買契約上の義務を超えて、排他的購入・販売義務を課
すという取引類型においては、拘束を課した側の反対給付との関係で、
長期の拘束が正当化できるかという給付の均衡を問題とするアプローチ
が採用されている。この場合の給付と反対給付とは、売買契約における
商品とその代金のことではない。長期にわたる購入・販売拘束を受ける
ことの対価として、被拘束者に対する投資その他の利益付与の有無や程
度（貸付金の付与や設備の投資など）が問題とされているのである。た
だし、このようにして反対給付が考慮され時間的拘束の限界が引かされ
ている契約（ビール供給契約、ガソリンスタンド契約）では、多くの場
合、大企業間の取引ではなく、個人事業主の拘束が問題となっている点
や、近時は、カルテル法による規制との関係も議論されている点に注意
すべきであろう。
次に、エネルギー供給契約においては、一定地域に対し給付を行うの
に膨大な投資が先行しているとして、投資の回収という観点から長期の
拘束が正当化されていた。もっとも、エネルギー供給契約の場合、供給
業者側の契約締結義務や開発への協力と契約対象地域の限定といった特
殊な事情が絡んでおり、また、このような特殊な事情があるとしても、
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無制限の拘束を肯定した判決には批判が多いところであった。

BGB309 条 9 号 a の適用が認められる消費者契約としての雑誌新聞の
定期供給契約に関しては、立法によって 2 年の限界線が引かれているも
のの、かかる立法があることによってかえってこれよりも短い線引きは
判決においては認められない結果となっている。学説においては、2 年
の拘束については、いずれにせよ許容範囲と考える見解と消費者にとっ
て不当となり得るという見解が分かれている。
過度に長期の拘束が BGB138 条 1 項により無効とされる場合、良俗違
反に至らない存続期間の限度において契約が維持される傾向にある。約
款規制法による場合には、判例・通説によれば、有効性を維持しての縮
減は行われないが、期間の定めのない契約として随時の解消可能性が認
められるのか、相当な存続期間や告知期間を保持する補充的契約解釈の
余地があるのかなどは議論があるところであり、この点は、物品供給型
以外の契約類型における解決・議論の状況も確認する必要があろう。
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