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契約における時間的な拘束の意義と限界
（3）
―存続期間規制と中途解除権―

丸

序

章

山

絵美子

検討課題

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節

ドイツ法

Ⅰ

時間的な拘束に限界線を引く法規定

Ⅱ

判決例の展開
序
1 物品供給型契約
2 利用型契約

3 役務提供型契約
4 その他の類型

（以上、246 号）
（以上、247 号）

5 横断的考察
Ⅲ

時間的な拘束の限界に関連する学説の議論

Ⅳ

小括

第2節
Ⅰ

（以上、本号）

日本法
時間的な拘束に限界線を引く法規定

Ⅱ

議論の状況
3
第 節 第 1 章のまとめ
第 2 章 「期間の定め」と解除の自由
第 3 章 「契約における時間的な拘束の意義と限界」に関わる権利・義
務の設計
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4

その他の類型

（1）組合契約
第 1 章第 1 節Ⅰ 1
（4）で確認した通り、組合契約において「終身」とい
う期間が定められた場合、期間の定めのないものとして解約告知が可能
、このような規定以外に、長期拘束の上限設定
となるが（BGB724 条）
や拘束の緩和を行う規定は存在しない。また、組合契約は約款規制法の
、BGB309 条 9 号の適用もない。
対象外とされており（BGB310 条 4 項）
組合契約が BGB309 条 9 号の規制を逃れるため、回避行為的に利用され
たと認定できる場合や、組合の目的に関係のない継続的な物品供給契約
などが締結された場合に、BGB309 条 9 号による規制が問題となるだけ
で あ る（Vgl., BGH 08.02.1988 NJW1988,1729; BGH Urt. v. 11.11.1991
NJW-RR1992, 379）。
ところで、期間の定めのない組合では、組合員はいつでも解約告知
、期間の定めのある組合では、重大事由によ
でき（BGB723 条 1 項 1 文）
る解約告知が認められるところ（BGB723 条 1 項 2 文）、723 条 3 項は、
このような解約告知権を排除し、又は矛盾する形で制限を加える合意
を無効とする。具体的には、解約を困難とするような分担金請求権の
排除や過度の制限（BGH Urt. v. 13.03.2006 NZG2006,425; BGH Urt. v.

07.04.2008 ZIP2008,1276）は、BGB723 条 3 項によって無効となる。し
かし、期間を定めることはもちろん、期間の定めのない組合において一
定期間にわたり通常の解約告知権を排除すること（最低存続期間の合意
など）、解約告知期間を定めることは、BGB723 条 3 項により無効とな
らないと解釈されてきた

192）

。そして、古い学説は、時間的に無制限の、

又は組合員の寿命を上回るような長期の拘束も許されると考えていた。
しかし、1970 年代以降、このような考え方は批判され、BGB624 条を
類推適用する見解、最高齢組合員の予想寿命を超えない拘束期間のみが
許されるという見解、あるいは期間を定めることの許容性はそれが組合
の目的に必要かどうかに左右されるといった見解が主張されるように
なった。そして、次の BGH 判決が登場した

193）

。この判決は、過度に長

192） MünKomm/Ulmer=Schäfer, Fn. 46, §723 BGB Rn. 61―76; Bamberger=Roth/
Torsten Schöne, Fn. 16, §723 BGB Rn. 31―35; Oetker, Fn. 90, S. 488f.
193） MünKomm/Ulmer=Schäfer, Fn. 46, §723 BGB Rn. 64; Oetker, Fn. 90, S. 490f.
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期の拘束は、BGB723 条 3 項の目的にも反するものとして、無効となる
と判示した

194）

。

【BGH Urt. v. 18.09.2006 NJW2007,295
［事実の概要］1989 年 1 月、弁護士 S は「共同の職業遂行と老後保障
のための」組合契約を締結した。組合は、1989 年 5 月 1 日から開始して
いる。組合契約では、組合は、30 年間、解約告知権を排除して設立さ
れ、30 年経過に向けて解約告知が行われない場合、30 年で更新される
と定められていた。契約締結時に、50 歳代の Y・S は、組合に弁護士事
務所を出資した。当時 30 歳の弁護士 X は、組合加入時、組合の持ち分
獲得に対しては、反対給付を提供せずに組合員となった。組合契約によ
ると、組合員は、退職後、勤続年齢に比例する形で、組合の利益から老
齢年金を受給でき、組合員死亡時には、その配偶者が 50 ％の額を受給
できることとなっていた。組合は、1992 年から S に対して年金を支払い、
死亡後は S の配偶者に支払っている。組合員は事務所の現代化について
議論してきたが、協議は幾度も不調に終わった。X は、2002 年、30 年
にわたる解約告知権の排除条件は無効であり、期間の定めのない契約と
して解約告知できることの確認を求めた。
［判旨の概要］本事案の拘束期間は、基本法 12 条によって保護される
職業選択の自由に反し許されない解約告知の制限と言える。BGB723 条

3 項は、過度に長い期間の定めがある場合にも介入し、期間の定めがな
いものと同様に扱われることになる。BGB723 条 3 項は、時間的な制限
には関係せず、その他の形での解約告知の困難化や完全な排除に関係す
。しかし、1968 年の BGH 判決は、
ると理解されてきた（BGHZ10,91）
組合員の拘束が見通せず、その結果、組合員の人格的かつ経済的な活動
自由を是認できないほどに狭める合意についてその有効性を拒絶するこ
。この
とに、BGB723 条 3 項の目的が認められるとした（BGHZ50,316）
ような事情は、期間の定めのある組合契約においても、契約締結時にそ
の展開や影響が見通せないほどに長期の場合には存在する。人格的な自
由を擁護する法律上の規定の意義と目的は、過度に長期の拘束を排除す
ることを要求する。本件はこれに該当する。弁護士の組合契約における
194） MünKomm/Ulmer=Schäfer, Fn. 46, §723 BGB Rn. 64―67. Bamberger=Roth/
Torsten Schöne, Fn. 16, § 723 BGB Rn. 33.
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30 年間にわたる通常の解約告知権の排除は、基本法 12 条によって保護
される職業選択の自由を、甘受できない方法で、狭めるものである。そ
のような排除は、高齢当事者の老齢保障という組合の目的を考慮しても

BGB723 条 3 項、724 条に基づく法的思考に照らし正当化されない。限
界線がどこに引かれのるかという問題は、
一般的抽象的にではなく、
個々
の事例において、あらゆる事情の考量の下で回答できる。今日、30 年
にわたる弁護士の組合への拘束は、高齢当事者の老齢保障に関する利
益を考慮しても、基本法 12 条にいう職業選択の自由に反するものであ
る。2003 年 7 月 31 日に向けての通常の解約告知は有効である。X の過
度の拘束は存続期間条項の無効を帰結するが、組合契約は全体無効とな
らない。この場合、組合契約の内容から、723 条 3 項による無効によっ
て期間の定めのない契約となることが適切ではない、ということが明ら
】
かとならない限り、任意法規が補充される。
組合契約における過度に長期の拘束は、BGB723 条 3 項の目的に抵触
し無効となる可能性があることとなった。上記判決は、30 年というか
なり長期の拘束を扱ったが、時間の上限は、事案ごとに考察する必要が
あると述べている。組合員の拘束は、職業選択の自由にも関わることが
強調されている点に注意を要しよう。
なお、無効の効果について、特段の不都合がない限り、BGB723 条 3
項によって、期間の定めのない契約として扱われるとされている。
（2）フランチャイズ・代理商契約―事業者間契約
（a）フランチャイズ契約
いわゆるフランチャイズ契約においては、3 年、5 年、10 年といった
形で存続期間が定められた上、更新条項が置かれることが多いと言われ
195）

ている

。拘束の限界に言及している OLG 判決はあるが、これを主た

る争点とする BGH 判決は存在しない。フランチャイズにおいては、長
期拘束からの解放を巡る争いではなく、
フランチャイジーの存続利益
（投
資の償還）をいかに保護するかが主たる論点とされている（Vgl. BGH
195） Michael Martinek=Franz-Jörg Samler=Stefan Habermeier=Eckhard Flor
(Hrsg.), Handbuch des Vertriebsrechts 3Aufl., 2010, Franchise Vertrag
(Martinek=Habermeier), §29 Rn. 5．
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U v. 20.05.2003 ZIP 2003,2030）。もっとも、学説では、フランチャイズ
における長期拘束の限界について一定の言及がみられることから、上記

OLG 判決とともに確認しておこう。
（i）存続期間条項に関する OLG 判決
存続期間条項に言及する OLG 判決は、フランチャイザーが契約存続
の確認を求めた事案である。
【OLG Rostok Urt. v. 29.06.1995 DB 1995,2006
［事実の概要］フランチャイザー X は、フランチャイジー Y との間に
フランチャイズ契約が存続していることの確認と、Y からの助言料金の
支払い、売上げの開示を求めている。Y はフランチャイズ契約を締結し、
開業から約 1 か月で、X に支払い不能を通知し、X の示していた売上予
測の不達成を理由に、フランチャイズ契約の詐欺取消し、重大事由によ
る解約告知、AGBG による条項無効などを主張した。これに対し、X が
契約継続の確認などを求めて訴訟を提起した。
［判旨の概要］Y が主張した良俗違反を理由とする BGB138 条 1 項に
よる契約無効について、とりわけ、フランチャイジーの経済活動の自由
に関連して、OLG は以下のように述べる。一方の当事者の契約自由を、
その者がその自己決定権を失うほどに制限する契約は、公序良俗違反
。本件 フランチャイズ契約は、
となる（BGHZ44,158,161; 83,313,316）

Y の経済活動の自由を、彼がその自己決定権を失うほどに制限するもの
ではない。契約によって、Y は、見通しの利かない期間ではなく、一定
期間拘束されているだけである。契約は 10 年が経過しなければ、解約
告知できないが、過度の負担ではない。契約によれば、Y は販売価格を
自由に決定でき、システムを完全に用いる Y の義務は過剰なものではな
い。フランチャイズ契約は、しばしば、統一的性格をもつネットワーク
を構築することにその目的がある。購入拘束条項も、一定の質基準を確
保するという理由から正当化され、Y の経済的自由を要求できないほど
に狭めるものではない。フランチャイズ契約は、GWB15 条によっても
無効とならない。GWB15 条が問題とする意味での価格拘束は今回の契
約には存在しない。】
基本的には、契約締結後すぐにフランチャイジーが契約の終了を望ん
でおり、情報提供など契約締結段階の問題が主たる争点と言える事案で
422
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あるが、Y の主張に答える形で、10 年の拘束は、フランチャイジーの
経済活動の自由を過度に制限するものではなく、排他的購入拘束にも理
由があるという判断が示されている。
（ii）存続期間に関する学説の議論
フランチャイザーの用意する約款上の存続期間条項について、学説
は、まず、BGB309 条 9 号はフランチャイズ契約に適用がないことを確
認する。理由として、フランチャイズ契約は同条にいう定期的商品の
196）

、事業者間契約であるので、
BGB310 条 1 項によって BGB308 条 309 条の直接適用がなくなることを

供給や役務給付の提供に該当しないこと
挙げる

197）

。

学説は、フランチャイズ契約における長期拘束条項も、BGB307 条 1
項や BGB138 条によって無効となる可能性があることを否定しないが、
無効とされるべきおおよその基準や考慮すべき事情に関しては、説明に
違いがみられる。フランチャイジーが個人事業主であって、フランチャ
イザーに対し従属的地位で営業に従事するような場合には BGB624 条の
準用によって 5 年経過後の解約告知権が認められると述べるもの

198）

、10

年までの存続期間についてはその有効性に問題はないという説明にとど
まるもの

199）

、3 年の拘束に問題はないとしても、約款上の 10 年の最低存

続期間条項が BGB307 条 1 項に照らし原則として許されるという見解に
無条件には賛成できず、問題なのは当事者の利益考量であり、BGB307
条 1 項によって存続期間条項が争われる場合の不当性判断にあたっては
フランチャイジーの投資の程度に着目すべきという見解

200）

などがある。

より詳細に、長期拘束に関する両者の利益状況を比較する検討では、フ
ランチャイザーの側の存続利益を、フランチャイジーとの関係で承認す
196） Günter Erdmann, Die Laufzeit von Franchise-Verträgen im Lichte des AGBGesetzes, BB1992,795; Markus Stoffels, Laufzeitkontrolle von Franchisevertägen,
DB 2004,1871; Wolf/Stoffels, Fn. 51, Klauseln Rn. F 90. ただし、Nobert Adams/
Jürgen Witte, Rechtsprobleme der Vertragsbeendigung von Franchise-Vertägen,
DStR1998,251,252 は、文言的には AGBG11 条 12 号に該当するように思われる
と述べている。
197） Erdmann, Fn. 196, BB1992,795; Stoffels, Fn. 196, DB2004,1871; Wolf/Stoffels,
Fn. 51, Klauseln Rn. F 90.
198） Mertinek=Habermeier, Fn. 195, §29 Rn. 5.
199） Erdmann, Fn. 196, BB1992,796; Adams/Witte, Fn. 196, DStR1998,252; Eckhard
Flohr, Aktuelle Tendenzen im Franchise-Recht, BB2006,389,399.
200） Westphalen, Fn. 94, Franchising 2006, Rn. 35.
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るには、フランチャイザーがいかなる投資、反対給付を行っているかが
問われるが、ノウハウの提供という点は、フランチャイジーが契約終了
後に競業避止義務を負わされることを考えれば、フランチャイジーを長
期にわたり拘束することを正当化できる要素ではなく、
また、
フランチャ
イザーは、フランチャイジーの中途解約に対し、平穏な営業の移行に配
慮でき、必要な場合には自分で店舗を経営することも可能であることか
ら、摩擦による損失の回避や評判の低下といったことも、フランチャイ
ジーを 10 年や 20 年拘束することを正当化するものではないと説明され
ている

201）

。

（b）代理商契約
代理商契約については、HGB（商法典）84 条以下に規定がある。
HGB89 条は、通常の解約告知権を規定し、HGB89 条 a は、即時の解約
告知権を規定している。HGB89 条 1 項は、期間の定めのない契約にお
いて、必要な解約告知期間を、経過期間に応じて段階的に要求しており
、原則として、月末に向けての解約告知となる（同
（同条同項 1 文 2 文）
条同項 3 文）。HGB89 条 2 項によれば、解約告知期間の長さを、より長
期に定めることは許されるが、HGB89 条 1 項 1 文 2 文に定める期間より
短期化することは許されない

202）

。そして、HGB89 条 b は、委託者の解約

に対して、それが代理商の責めに帰すべき事由に依らない限りで、代理
商の補償金請求権について定めている。以上のような規定が HGB にお
いて用意されているものの、HGB には、存続期間の上限について、直
接定める規定は存在しない。
判決としては、次にみるように、
通常の解約告知権を排除すること（特
別の解約告知の可能性だけが残る）について、その有効性が問われた

BGH 判決がある。
【BGH Urt. v. 26.04.1995 NJW1995,2350
［事実の概要］1969 年 2 月、X 会社と、Y 会社の当時の親会社であり、
本件の前関係者である A との間で、二つの契約が締結された。契約によ
ると、X は、役務提供・助言の提供を義務づけられるとともに、A の様々
な塩製品の南西地区における独占販売を委ねられた。対象となる二種類
201） Stoffels, Fn. 196, DB2004,1872ff.
202） Westphalen, Fn. 94, Handelsvertretervertrag, 2006, Rn. 50.
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の製品のうち、特別塩製品の 70 ％部分は、重大事由がある場合にのみ
解約告知できるとされていた。1992 年 11 月 2 日の書面によって、Y は
特別塩製品に関する契約を、1993 年 12 月 31 日をもって解約することを
告知した。X は解約告知無効の確認を求めて訴えを提起した。Y は、通
常の解約告知権の排除は無効である旨を主張している。
［判旨の概要］控訴審裁判所は、通常の解約告知権を長期間排除する
ことは許されるとしても、継続的債務関係における当事者は一定期間
経過後には解約が認められるべきという考え方は、法律上の規定の基本
思考に属し、時間的に限定のない通常の解約告知権の排除が認められる
のは、特別の投資が行われたような場合だけであるとして、1969 年の
契約における通常の解約告知権の排除は無効であり、Y の解約告知を有
効とした。これに対して、BGH は、契約自由の原則は、長期間の拘束
を可能とするものであり、一定期間経過後に解約できることが継続的債
務関係の法律上の基本思考に属するとしても、当事者は合意によってこ
れを自由に変更でき、その限界については、BGB138 条や BGB242 条が
援用されるだけであるとする。良俗違反は、問題となっている契約の特
徴を考慮し、個別事例の事情に基づいてのみ判断される。今回の事例で
は、通常の解約告知権の放棄による Y の親会社の要求できない経済活動
の自由や判断自由の制限、あるいは X の経済的依存性は、問題とならな
い。人格的かつ経済的行動自由の制限は、あらゆる契約的拘束の効果で
ある。BGB138 条や 242 条によって無価値と判断されるのは、両契約当
事者の利益の考量によればもはや甘受できないほど過剰である場合のみ
である。Y 側による通常の解約告知権の放棄はこのようなものとは程遠
い。この放棄は、特別製品の 70 ％にだけに関わり、しかも、 この通常
の解約告知権の放棄は、当事者（その前の関係者）らの 21 年にわたる
契約に基づく共同作業後に行われている。通常の解約告知権の契約上の
制限は、その有効性について、特別の正当化を必要とせず、むしろ契約
自由の現れである。通常の解約告知権の放棄による Y の言及に値する経
済活動や判断自由の侵害は確認も、証明もされていないので、その有効
性は、X の反対給付に左右されるわけでもない、などとして、通常の解
約告知権の放棄は無効とならないとした。
】
このように、通常の解約告知権が個別に交渉された合意によって排除
419

法政論集

248 号（2013）

論

説 〈9〉

された場合について、その無効は、BGB138 条、242 条の一般条項の枠
内で検討される。その場合、契約自由の原則を出発点とし、比較的大き
な企業の経済活動や判断の自由は、その企業の一製品の一部の独占販売
に関する期間の定めのない拘束によって、甘受できないほど制限される
ものではないと判断されている。ビール供給契約のような個人事業主が
その職業的活動についてほぼ全面的に拘束されるケースとは異なる判断
が示されている点、通常の解約告知権を排除する契約条項を設定する前
に、長年、当事者が共同作業を行ってきたことにも言及されている点が
注目される。
（3）保険契約―消費者契約 / 事業者間契約

2007 年改正後の保険契約法 11 条に存続期間と解約告知権に関する規
定が存在するが、解約告知権の排除可能性や存続期間に対する明文の規
制が存在しなかった時期、すなわち保険契約法の 1990 年改正（1990 年
改正後の VVG の内容も現行法とは異なる）前の時期に、保険会社が設
定した存続期間条項に対し、消費者団体による差止訴訟が提起され、
存続期間の上限に関する判例法理が形成された。とりわけ、1994 年の

BGH 判決は、そもそも存続期間条項は給付記述条項であって、約款規
制法による内容規制の対象外となるのではないかが問われ、これに答
えている点で注目される。なお、存続期間条項が約款上の条項と言え
るか（個別に交渉された合意が存在するか）が争点となった BGH の判
決は、無効となる問題の条項が予め書式に記入されていなくとも、約
款使用者によって設定された選択肢の中から顧客が選択できるにすぎ
ない場合、あるいは問題の条項が前面に提案され、他の選択肢が背後
に退き意味を失っている場合など、個別交渉合意は存在しないとして
い る（BGH Urt. v. 07.02.1996 NJW1996,1676; BGH Urt. v. 18.12.1996

VersR1997,345usw.）。
以下、1990 年 12 月 31 日まで用いられていた約款における解約告知可
能性のない 10 年の存続期間条項を、AGBG9 条 1 項によって無効と評価
203）

した BGH 判決をみていこう

。

203） 存続期間条項に関する BGH 判決と法改正の推移については、Westphalen/
Peter Präve, Fn. 94, Allgemeine Versicherungsbedingungen 2008, Rn. 69 参照。
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【BGH Urt. v. 13.07.1994BGHZ127,35 NJW1994,2693
［事実の概要］
「契約の開始（12 時）……契約の終了（12 時）……期
間 10 年。期間経過の遅くとも 3 か月前に他方契約当事者に対して、書
面にて解約告知が到達しない場合には、1 年で契約は更新される」とい
う条項の差止めを消費者団体が請求した。
［判旨の概要］まず、10 年の存続期間を定める印刷された申込書上の
条項以外に、選択肢があることを書式からは認定できず、約款上の条項
であるとする。次に、存続期間条項は、AGBG8 条によって内容規制の
対象とならないという保険会社による主張に対し、保険の存続期間が価
格計算に影響を与え得るものであるとしても、存続期間条項は給付記述
条項に属さない。なぜなら、規制を免れる給付記述条項とは、それが欠
ければ本質的契約内容の確定性を欠いて有効な契約を維持できないよう
な条項であるが、存続期間条項が欠けても、対価と保険の内容は確定さ
れ得るからであるとした。そして、事故保険契約の 10 年の存続期間に
関する条項は、AGBG9 条の内容規制に耐えられないとする。保険契約
の存続期間に関する法律上の規定は存在ぜず、AGBG9 条 2 項は介入し
ないが、10 年の存続期間条項の無効は、AGBG9 条 1 項の一般条項から
明らかとなるという。この条項は保険契約者を、信義誠実の原則に反し
て不当に不利に扱うものである。両契約当事者の利益考量は、VVG の
1990 年改正によって、10 年の存続期間が許されるものとされたことに
よって不要となるものではない。改正法の規定は、
保険契約者に対して、

5 年以上の契約となる場合、契約の存続期間に対応した保険料割引が認
められることを前提としている。これに対して、10 年の存続期間を定
める従前の申込書式からは、保険契約者に対するそのような形での保険
料の利点が与えられていることは読み取れない。とりわけ、改正法は、
契約締結前に、保険契約者に対して、1 年、3 年、5 年、10 年の契約も
書面で提示されることを前提としている。さまざまな契約期間の選択肢
が保険契約者に示されることが前提である。10 年の存続期間という選
択肢しかない場合は事情が異なる。それゆえ、改正法から、1991 年 1 月

1 日以前に用いられていた 10 年の存続期間条項が信義誠実の原則に矛盾
しないという推論は導かれない。原則として、競争上の理由から、有利
な保険料を提供できる契約内容形成を行う保険会社の利益は正当なもの
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と言える。この目的に、長期契約の締結も役に立つ。事務処理費用と顧
客獲得費用を低減するからである。その上、費用が安くなる計算は、保
険契約者全体の利益ともなる。しかし、
このような全体としての利益は、
普通取引約款が、個々の保険契約者に、無視できないほど負担を課すも
のである場合には、重要視されない。
保険契約者の相当な負担は、契約締結時における自由処分性の制限に
おいてすでに存在する。保険契約者には 10 年の存続期間という選択肢
しかない。契約締結後も、市場適合的に行動する可能性が保険契約者に
はなく、より有利な保険料の保険に乗り換える可能性も 10 年間制限さ
それに結びついた保険会社間の競争の制限は、
れることになる。その上、
すべての消費者の不利益に作用する。また、期間中に、さまざまな種類
の保険を一つの保険会社にまとめたほうが望ましい予想外の事情が生じ
る可能性もある。さらに、保険会社のサービスや保険事故における実務
がそのイメージに合致せず、保険契約を解約したいと思った場合にも、
終了する自由が制限される。保険契約者が、変化した経済的状況に保険
を適合させることもできず、そのリスクに保険をかけることを放棄でき
る場合には、被保険者にとって負担となる。10 年の存続期間に対し、
多くの保険契約者は、その経済状況を見通せない。解約できない 10 年
の負担は、保険料が高額ではないという理由によっても否定されるもの
ではない。長く続く経済的苦境は、わずかな保険料も債務者には負担と
なる。保険契約者が 10 年続く多数の保険に加入し、その保険料が負担
となるということも稀ではない。保険契約者の人的関係が 10 年の間に
変化し、保険契約の適合や解消が必要となるという事態もあり得る。こ
のような保険契約者の不利益は、10 年間、保険の条件や保険料に変更
】
がないという僅かな利益によっては取り除かれない。
【BGH Urt. v. 22.02.1995 NJW1995,1289 VersR1995,459
［事実の概要］消費者団体 X が、保険会社 Y に対し、火災、水道、嵐
によるリスクに対応する住宅保険において「契約の継続期間：契約は

10 年継続する」という条項の差止めを請求した。なお、別欄に「5―9 年
の継続期間に対する割引＝5 ％、9 年を超える期間＝10 ％」という記載
があった。
［判旨の概要］Y は、存続期間条項は期間に応じた割引条項の存在に
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より、約款上の条項ではないと主張したが、平均的保険契約者は、この
書式から、契約継続期間の選択可能性があることを読み取ることはでき
ず、1994 年 7 月 13 日の BGH 判決によれば、住宅保険における 10 年の
契約存続期間条項と契約を 10 年で更新するという条項は、許されない
とされた。1994 年 BGH 判決の理由づけが大幅に引用された上で、失業
や財産喪失が住宅保険を不要とすることに直結するものではないので、
予見できない経済的困難による保険契約者の処分自由の制限は住宅保険
において僅かである。しかし、多くの保険を束ねたほうが良い事態や
サービスがイメージにあわないときにも解約できないという形での処分
自由の制限は存在する。保険契約者の相当の不利益は、条件や保険料が
変わらないという僅かな利益によっては相殺されない。住宅保険におけ
る 10 年の継続期間条項も、AGBG9 条 1 項によって無効となる。】
保険契約の判決では、問題となった書式は、保険契約者に十分な内容
選択の自由を提供しておらず、個別交渉合意の存在を認定できないこと
や存続期間条項は給付記述条項ではないことが確認されている。そし
て、10 年の存続期間条項は、より有利な保険に変更する自由、あるい
は経済事情の変化やイメージ違いの商品内容であることが発覚したとき
などに、顧客が契約を変更・終了する自由をかなり制限するものである
として、AGBG9 条 1 項にいう顧客を不当に不利に扱う条項として無効
となると判断された。保険料の安定化という利益は僅かなものと評価さ
れ、保険会社の経費削減が保険料の低額化に結びつくということも重要
視されないと述べられている。これに対して、修繕費用保険、事故保険
等における 5 年の存続期間条項は、BGH によって有効であると判断さ
れている（BGH Urt. v. 28.06.1995 NJW1995,2710 VersR1995,1185; BGH

Urt. v. 06.12.1995NJW1996,519 VersR1996,177; BGH Urt. v. 26.03.1997
NJW1997,1849）。10 年の存続期間と異なり、5 年であれば、保険契約者
に状況を見通すことを要求でき、長期の存続期間の設定に関し、保険会
社には、長期契約によって保険料金を安く抑える利益があり、消費者全
体の利益となる局面もあることからすれば、5 年の存続期間は被保険者
にとってその有効性を拒絶しなければならないほどの不利益はないとい
うことである。
なお、第 1 章第 1 節Ⅰ 3 において紹介した通り、2007 年改正後の保険
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契約法 11 条は、3 年を超える存続期間が定められた場合には、保険契約
者は 3 年目の終わりに向けて解約告知する権利を認めている。もっとも、

3 年という線引きの妥当性や長期割引などがあった場合の処理は今後も
問題となり得るところであり、BGH 判決が、顧客側の解消利益として、
保険サービスの不可視性や状況に合わなくなった保険が顧客にとって大
きな負担になることに言及していること、保険契約における長期の拘束
は、保険料の安価な設定を可能とし、多くの保険契約者の利益となる可
能性があるとしても、そのことによって、解約を望む保険契約者の過度
の負担を正当化することはできないと述べた点は今後も参考となろう。
なお、保険契約の長期性が問題とされた訴訟の多くは、消費者団体によ
る差止訴訟であったため、無効の効果は詳論されていない。
（4）競業避止特約
広義の競争制限的な合意に、
同種の営業活動を禁止する競業避止特約、
垂直的取引における購入拘束や販売拘束は含まれる。このうち、垂直的
取引における競争制限合意の問題は、ビール供給契約などですでに確認
している。そこで、ここでは、競争制限的合意の中でも、ある者の営業
と同種の営業活動を禁止する競業避止特約について、とりわけ、HGB
などに定められた競業避止に関する規定の直接適用がない事業譲渡後や
脱退組合員等に対する競業避止義務に関する判決例の展開を取り上げ
る。契約関係終了後の競業避止特約については、第 1 章第 1 節Ⅰ 4（1）
でみたように、商業使用人に対する競業避止特約に関し、HGB74 条以

HGB74 条 2 項は、競業避止特約は禁止の期間にわたり、
下に規定があり、
直近に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し、また、HGB74 条 a 第 1 項 3
文は、本人の正当な営業上の利益に役立たない競業避止特約、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
当に困難とする競業避止特約、関係終了後 2 年を超える拘束期間の設定
を、拘束力を有さないものとしている。また、2003 年の GweO 改正に
よって、あらゆる労働者に対して、HGB74 条から 75 条 f が準用されて
。
いる（GweO110 条）

HGB や GweO 等の適用範囲外となる事業譲渡に伴う競業避止特約や
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脱退組合員等に対する競業避止特約の効力は、主として BGB138 条の適
用問題となる。競業避止特約の良俗違反性を判断する一般的基準として、
○ 1 競業禁止が、それを課している者の正当な営業上の利益に役立つもの
○ 2 そのような利益が認められる場合でも、拘束を受ける者
であること、
の将来の経済的活動が不当に制限されていないこと、すなわち場所的、
時間的、対象的範囲における相当性があることが挙げられている

204）

。

（a）事業譲渡に際しての競業避止特約
事業譲渡の際の競業避止特約については、一般に、契約相手の正当
な利益に合致し、かつ機能的競争に配慮している限度において許される
205）

と言われている

。具体的には、ハウスクリーニング会社の譲渡におい

て、売主が譲渡後にハウスクリーニングを営業することを、期間、場所
を限定せず、補償もなく禁止し、違反の際には違約金を課す競業避止
特約を、職業選択の自由に関する基本法 12 条の考え方は私法において
も尊重されるべきことなどに言及しつつ、良俗違反とする BGH の判決
（BGH Urt. v. 15.03.1989 NJW-RR1989,800）や弁護士事務所の譲渡の事
例で、場所的・時間的に限定のない競業避止特約を BGB138 条 1 項によ
り無効とする判決（BGH Urt. v. 28.04.1986 NJW1986,2944）がある。時
間的な拘束の限界という観点では、経営不振のコンクリート製造施設の
譲渡において、株の引き受けや債権放棄などが行われ、それに対し譲渡
者は関連施設の半径 25 キロメートル内で 10 年間の競業禁止を義務づけ
られるという特約について、期間の点で疑問があるとして、良俗違反と
なるとした判決（BGH Urt. v. 13.03.1979 NJW1979,1605）がある一方で、
木材加工事業の譲渡において予定された 10 年の競業避止義務について、
義務を負う者が契約締結時すでに 64 歳であり、引退を意図していたこ
とから、経済活動の自由に対する良俗違反的制限となるものではない
とした判決（BGH Urt. v. 03.11.1981 NJW1982,2000）がある。その他、

OLG の判決ではあるが、化学製品の製造・販売・輸入・輸出を行う会
社の破産回避のために経営が引き受けられたという事案において、譲渡
の際に締結されたドイツ国内における 5 年の競業避止特約を有効とする
204） Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2011, §138 BGB (Rolf
Sack=Philipp S. Fischinger) Rn. 358.
205） Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 6 Aufl. 2012, §138 BGB
(Christian Armbrüster), Rn. 79.
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ものがある（OLG München Urt. v. 17.11.1994 NJW-RR1995,1191）
。

10 年の競業避止特約を無効とした BGH 判決を確認しておこう。
【BGH Urt. v. 13.03.1979 NJW1979,1605
［事実の概要］Y は 1964 年からコンクリート製造関連の多数の会社を
経営してきたが、1973 年に支払い困難となり、幾つかのコンクリート
製造会社や鉄製造会社に、コンクリート製造施設の譲渡を申し出た。こ
の申し出において、当該製造施設から一定範囲内における 10 年にわた
る Y の競業避止特約が予定されていた。破産・和解手続きにおいて、Y
は X 会社らに対し、株を譲渡する契約を締結し、X らは債権を放棄する
などした。Y は X らに対して、1975 年 1 月 1 日から、施設の半径 25 km
内で同種の営業をしないという競業避止特約に同意した。その後 Y がこ
の地域内で他の同業会社に協力する形で営業を開始した。X らは差止め
と損害賠償を求めている。
［判旨の概要］競業避止特約の良俗違反性を否定した控訴審裁判所に
対して、BGH は、確定した判例によると、競業避止特約は義務者の職
業活動を過度に制限してはならず、またそれによって保護に値する受益
者の利益を超えるものであってはならず、場所、時間、対象の観点にお
いて、義務者の経済的活動自由の不当な制限に至ってはならないという
一般論を述べた後、今回の事例では、継続期間に疑問があるとする。組
合の脱退合意や持ち分の譲渡において、競業禁止に関する受益者の保護
に値する利益は、契約時に作り出されている取引上の関係が作用を及ぼ
し得る期間についてのみ一般に承認されるべきものであるとする。この
ような関係は、一定期間の経過後には、保護されるべき事業が、義務者
の競業の開始によって本質的影響を受けなくなることを経験は示してい
るという。受益者の活動領域からの義務者の排除もまた、その時間的限
。Y が従前の顧客関係
界を見出さなければいけない（BGHWM1974,74）
や周知の名前を利用して、その脱退後ただちに、競争者として現れると
いう危険を排除することは許される。しかし、競争者として Y を排除
する保護に値する X らの利益は、Y のこれまでの事業活動から獲得され
た取引関係が作用を及ぼし続ける期間についてのみ承認されるべきであ
る。Y の競争への再参加が、他の新規参入業者との競争と比べてより大
きな本質的危険を示すわけではなくなった場合には、X らの保護に値す
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る利益は終了する。X らの主張によれば、10 年は、引き受けられたコ
ンクリート施設の平均的稼働期間を示している。しかしこの観点は競業
避止にとっては決定的役割を果たさない。X の負担となるような競業を
行わないという Y の義務が、契約上の給付の一部であり、X らの反対給
付とみあうものであったかどうかは、重要ではない。良俗違反を理由づ
ける事情は、Y が健全な見解ともはや合致しない方法で経済的活動・職
業活動の自由を制限されているという点 に見出される。10 年という期
間にわたり Y に課せられた競業避止は、給付と反対給付の均衡を考慮す
るまでもなく、BGB138 条 1 項の観点の下で過剰なものとして無効とな
る。今回の事例における競業避止特約は、期間の不当性だけを理由に良
俗違反となるわけではない。Y に対する厳しい拘束は、X らが経済的強
者として、その目的の一方的貫徹のために Y の経済的窮状につけこんだ
ことを示している。BGB139 条の枠内で是認できる範囲で契約を維持す
る余地はない。BGB138 条 1 項により競業避止特約は全部無効となると
した。】
拘束を課した者の事業に対する本質的危険が無くなる時点以降は、正
当な理由のない拘束となり、反対給付との均衡を考慮するまでもなく無
効となること、今回の事例では経済的窮状へのつけ込みを認定し得るこ
とから BGB139 条を持ち出しての一部存続期間の維持という解決は行わ
れないことを判示している点が注目されよう。
（b）脱退組合員・脱退パートナーに対する競業避止特約
自由業者組合やパートナー関係からの離脱にあたって課される競業
避止特約に関しては、RG の時代に職業目的の公共性を理由に医師に対
する競業避止特約を無効とするという議論があったが、BGH はこのよ
206）

うな理論を採用していない

。時間的観点では、脱退組合員や業務執行

者に対する 2〜3 年の禁止期間は許される傾向にあるが

207）

、委託者保護

などの目的の正当性が考慮され、その目的や対象などから 2 年でも長す
。2 〜
ぎるとされることはある（BGH Urt. v. 13.06.1996 NJW1997,799）

3 年を超える期間や期間の限定のないものは、原則として、その相当性
206） Staudinger/Sack=Fischinger, Fn. 204, § 138 BGB Rn. 360; MünKomm/
Armbrüster, Fn. 205, §138 BGB Rn. 79.
207） MünKomm/Armbrüster, Fn. 205, §138 BGB Rn. 79.
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に疑問が提示される傾向にあり、税理士組合からの脱退において、時間
的に制限のない委託者保護条項（いったん組合と委託関係にあったすべ
ての顧客との関係で競業避止義務を負う旨の特約）について BGB138 条
、
により無効となるとする判決（BGH Urt. v. 29.10.1990 NJW1991,699）
場所的限定はあるものの時間的に限定のない診療組合を脱退する医師
に対する競業避止特約を、BGB138 条により無効とする判決（BGH
Urt. v. 14.07.1997 NJW1997,3089）、弁護士組合からの離脱時に、場所
的対象的に限定された委託者保護条項は 2 年の範囲で許容されるとする

BGH の判決（BGH Urt. v. 08.05.2000 NJW2000,2584）、場所的限定はあ
るものの時間的に限定のない診療組合を脱退する医師に対する競業避
止特約を、BGB138 条により無効とする判決（BGH Urt. v. 14.07.1997
NJW1997,3089）、自由業組合からの脱退時に 2 年を超える関係終了後
の 競 業 避 止 特 約 を、BGB138 条 に よ り 無 効 と す る 判 決（BGH Urt. v.

29.09.2003 NJW2004,66）などがある。自由業者の組合からの脱退にお
いては、2 年という基準が持ち出される傾向にある。判決では、他の事
情がなくとも、2 年が上限となると述べられており、時間的過剰性だけ
が理由の場合には、有効性を維持しての縮減が認められている（BGH
Urt. v. 08.05.2000 NJW2000,2584; BGH Urt. v. 29.09.2003 NJW2004,66）。
（c）競業避止特約の無効の効果
競業避止が時間的にのみ過剰と評価される場合、契約は時間的に許
される範囲に限定されて維持されるとする判決があるが（BGH Urt.

v. 08.05.2000 NJW2000,2584）、他の理由からも良俗違反が根拠づけら
れる場合については、このような縮減は行われていない（BGH Urt. v.

13.03.1979NJW1979,1605; BGH Urt. v. 29.10.1990 NJW1991,699; BGH
Urt. v. 14.07.1997 NJW1997,3089）。
競業避止特約に違反した義務者に対する補償金の返還請求が行われて
いる事案において、5 年の競業避止特約は無効であるが、2 年の範囲で
有効性を維持された場合に、義務者は、補償金の 5 分の 3 を、組合に返
。ビー
還すべきとしたものがある（BGH Urt. v. 29.09.2003 NJW2004,66）
ル供給契約において期間の縮減は対価の縮減に結びつかないとした判決
（BGH Urt. v. 08.04.1992 NJW1992,2145）と対比すると、異なる判断が
示されているが、競業避止特約自体に、特約の全部・一部無効時におけ
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る補償金返還約定が存在しており、このことが判断に影響している可能
性はある。
5

横断的考察
以上、取引類型毎に、契約による長期拘束の限界が問われている判

決例をみてきた。ドイツでは、重大事由等がある場合を除き、中途での
解約告知を許さない趣旨で、拘束的な長期存続期間が契約条件となって
いる場合に、このような長期の拘束が BGB138 条 1 項にいう良俗違反や

BGB307 条 1 項にいう不当な不利益付与となるかを検討する相当数の判
決例の集積があることを確認することができた。
（1）BGB138 条 1 項・307 条 1 項による長期拘束合意への介入枠組み

BGB138 条 1 項による良俗違反の判断にあたっては、契約毎に、契約
の内容、契約の動機・目的、両契約当事者の利益状況を考量し、長期拘
束条件が過度の自由の制限に至っているか否かを判断するという基本枠
組みが採用されていた。この考量に際して、裁判所が着目するのは、原
則として、契約締結時の状況であり、例えば、契約締結から相当期間経
過後に追加的給付が行われたといった事情は、無効の効果論において考
慮できるとしても、良俗違反の判断においては考慮されないと述べる判
決などがあった。

BGB307 条による存続期間条項への介入にあたっては、前提として、
期間を定めることは法規定を逸脱するものでも、契約目的を危険に晒す
ものでもなく（BGB307 条 2 項 1 号 2 号非該当）、そもそも内容規制の対
。ドイツの判
象となるのかという問題がある（BGB307 条 3 項 1 文参照）
例・学説は、BGB309 条 9 号の存在、顧客の経済活動の自由を過度に制
限してはならないという規範的考え方の存在、条項無効となっても契約
の維持は可能であることから、BGB307 条 1 項による存続期間条項への
介入を許容していると言える

208）

。そして、BGB307 条 1 項による不当性

審査においては、約款使用者が、相手方の利益を顧慮せずに、相手方の
208） Tom Billing, Die Bedeutung von 307 Ⅲ 1BGB im System der AGB-richterlichen
Inhaltskontrolle, 2006, S. 160f. もっとも、Wolf は、継続的債務関係における期
間の定めは、通常の解約告知ができる期間の定めのない場合を予定する法規定
から逸脱していると説明する（Wolf, Fn. 51, 307 BGB Rn. 301）。

409

法政論集

248 号（2013）

論

説 〈19〉

負担となる形で、自己の利益を押し通そうとする場合には、不当な不利
益付与となることが認められるという基本枠組みが採用される。具体的
には、介入に際し参照すべき正義要請を示す明文の任意法規は存在しな
いとされ（他の取引類型に用意されている強行法の存在が顧客に不利に
又は有利に参照されている場合はある）
、給付内容、権利・義務の全体
的な総合考量によって、条項の不当性を判断すべきものとされている。
このような契約の内容規制に係る一般条項（BGB138 条、307 条）を
用いて、裁判官が、契約による長期拘束の有効性を判断するにあたり、
どのような「観点・要素」が考慮され、
一定の同種の取り扱いを示す「カ
テゴリー」が判例法理によって形成されているのか。以下では、一般条
項の具体化に際し着目されている観点や結論に作用していると考えられ
る実質的な考慮要素、個別取引類型を横断するカテゴリーの存在、民法
典において用意されているカテゴリーや長期拘束規制に係る法規定にお
いて立法者が着目していた観点・要素との関係について検討・指摘して
いこう。
（2）競争制限的な契約条件と長期拘束の有効性
ドイツにおいて長期拘束の限界が裁判で争われてきた契約内容の詳細
をみると、競業他者との取引を制限する契約条件とともに、長期の拘束
期間が設定されるという取引類型が存在した。このような排他的取引拘
束を伴う長期契約の不当性を判断するに際し、裁判所は、特定の事業活
動を全面的に禁止する競業避止特約のケースとも、単に長期の給付・対
価支払い義務が問題となるケースとも、異なる判断枠組みを採用してい
ることが確認された。
（a）まず、退職者や脱退者が競業者となることを回避するため、その
者が特定の事業活動に従事することを禁止する競業避止特約に関して
は、これが問題となる主要な領域に対して、すでに法規定が置かれ、ド
イツでは、商業使用人等に対する契約関係終了後の競業避止特約につい
ては、2 年を上限とするという明確な基準を立法者は設定していた。法
規定の適用対象外であるため、BGB138 条の適用が問題となる事案では、
まず、競業避止を課す正当な理由の存在が問われ、かつ、競業避止を義
務づけることができる期間は、当該正当な理由が維持される期間に限定
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されていた。例えば、拘束を課した者にとって、一般の新規参入者と競
業避止義務を負わせた者とを比べた場合、市場参加への脅威が同程度と
なれば、競業避止義務を課す理由はなくなるので、補償金やその額にか
かわらず、必要な期間を超えての拘束はその効力を否定されていた。
もっ
とも、HGB 等の直接適用対象外の契約でも、個人との競業避止特約に
ついては、2 年という基準が参照される傾向にはある。契約制度の前提
である自由競争を制限することを主たる目的とし、一定の事業活動を全
面的に禁止する契約に対しては、「競業避止を課す理由が維持されてい
る限りにおいて拘束期間を有効とする」アプローチが採用されているこ
とになる。そして、競業避止特約において、期間のみならず、場所的範
囲や対象などにも問題がある場合には、競業避止特約は全部無効となる
が、もっぱら拘束期間の点に問題が見出される事例では、拘束期間の一
部無効による解決が認められていた。
（b）次に、ビール供給契約やガソリンスタンド契約、自動機械設置契
約その他の場所利用の許可契約などにおいては、物品供給や機械の設置
を行う事業者が、物品購入や設置許可を行う他方当事者に対し、貸付金
の交付、利益配分の約束、
設備設置の無償提供などを申し出ると同時に、
排他的購入・販売義務、排他的設置義務を課し、競業他社との取引・乗
り換えや営業活動の停止を長期にわたり封じるという形で長期拘束を課
していた。この種の取引では、例えば、売買契約における給付（商品）
と反対給付（代金）というレベルではなく、長期の排他的拘束を課すこ
とに対する反対給付（条件の良い貸付、設備の提供、使用貸借による物
品の利用提供、条件の良い利益配当）との均衡を問題とするアプローチ
が採用されている。ビール供給契約の判例法理は、最大限度は 20 年と
いう基準を形成しつつ、個別の事情を勘案して、上記の意味での給付の
均衡を問題として長期購入拘束が良俗違反となるかを検討していた。債
権各論の典型契約カテゴリーのいずれの契約の性質を主として有するか
にかかわらず、「競業他社との取引制限を伴う」ということを共通項と
して、長期拘束に対する反対給付の均衡アプローチが採用されていると
言える。ただし、この意味での給付の均衡アプローチが採用される取引
では、拘束を受ける側は個人事業主であるという事案の特徴があった。
比較的大きな企業間取引において、扱う商品の一部について排他的拘束
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が問題となるような場合には、拘束の有効性が認められる傾向にあるこ
とを指摘できる。そして、給付の均衡アプローチによって、存続期間と
反対給付とが不均衡であると判断される場合、BGB138 条 1 項による契
約無効の効果に関し、多くの判決は、契約全体の有効性は維持し、是認
し得る拘束期間への縮減（一部無効）を認める。その際、当初の内容で
は排他的拘束と反対給付との間に不均衡が生じている以上、縮減に比例
して反対給付である利益が縮減されることにはならないという解決が示
されていた。これは、単純に存続期間条項が一部無効となり、当該存続
期間を前提としていた反対給付に影響は及ばないことを意味する。
（c）競争制限的契約条件を伴わない長期契約では、当該契約条件に拘
束する正当な理由が存続する期間に限り拘束力を認めるという考え方
（
（a））や、長期の排他的な拘束に対する反対給付の均衡を問題とすると
）を用いた問題解決は行われていない。以下にみるよ
いう考え方（
（b ）
うに、投資の償還、経済活動の自由や処分自由の確保といった観点を用
いての解決が行われている。
（3）投資の償還という観点
長期の拘束を正当化する際に、投資の償還という観点が、幾つかの異
なるレベルにおいて問題とされていた。
（a）まず、
（2）
（b）
で確認した排他的取引拘束を伴う長期契約では、排
他的拘束を課す側の反対給付として、有利な条件での貸付金の付与や設
備の無償供与が先行し、あるいは期間中の配当などの利益供与があるこ
とが考慮されていた。この場合、投資者は、自己の資産に投資をしてい
る訳ではなく、取引の相手方に資産・利益を移転し、その見返りとして
長期の排他的拘束を課す契約内容形成が行われていたと言える。
（b）次に、ある商品を開発して市場に出すために、高額の開発費や
設備費など初期投資を行っており、その回収に長期の拘束を要するとい
う場合に、投資の償還という観点が持ち出されていた。この場合の投資
は、投資者の自己資産に対して行われているが、投資を行った対象を、
他の取引相手に転用できない又は損害を伴わずには転用困難であるとい
うケースにおいて、かなりの長期にわたる拘束の有効性が問題となって
いた。通信設備の賃貸借の場合は、多額の開発費用や設備・組織上の投
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資が要求され、かつ、いったん賃貸すると、中古設備の他への転用可能
性が制限されるという事情が指摘されていた。エネルギー供給契約にお
いては、多額の設備投資が先行し、かつ投資の回収は限定された地域に
おける顧客獲得に依存していることが指摘されていた。公共事業的な要
素のあるインフラ整備の場面で、投資の償還を理由にかなりの長期拘束
を有効とする判決が出されてきたという特徴があり、技術の進歩によっ
て、償還にかなりの長期を要するような投資は必要となくなっていると
いった議論も行われていた点は留意されてよい。
（c）これに対し、ある商品を開発して市場に出すために高額の投資を
要するとしても、当該顧客との関係で特有の投資は行われていないとい
うことが、長期拘束を不当とする理由づけの中で言及されることがあっ
た。フィットネス契約やメンテナンス契約では、特定の顧客のために高
額の投資が行われたわけではなく、経営上の問題（採算性）を考慮して
も、過度に長期の拘束は正当化されないという考え方が示されていたと
ころである。
（d）いずれにせよ、投資の償還という観点は、民法典上の典型契約の
性質に関わらずに長期拘束の正当化根拠として持ち出されていることを
指摘できる。もっとも、現実にドイツの裁判において長期拘束の不当性
が争われている事案では、投資を行う側が主導して、取引モデル・契約
内容を形成しているという特徴がある。例えば、ビール供給契約や自動
機械設置契約では、排他的拘束を課すことを狙っている事業者が、貸付
金の付与や利益供与などと引き換えに長期かつ排他的に拘束することを
ワンセットとして契約条件として提案し、資金の調達を必要としている
個人事業主がこの誘いに乗ったものの、見込みの甘さから長期拘束から
の解放が争われることとなっていた。長期の拘束が高額の投資の償還と
いう観点から正当化されてきた通信設備の賃貸借などでも、設備を開発
し設置することに投資を行っている事業者側が、約款によって長期拘束
を課すという事業モデルを展開しているのである。
（4）「処分自由・経済活動の自由」の意味
長期拘束を不当とする理由として、
「処分自由・経済活動の自由」を
確保するという論拠がしばしば言及されていた。もっとも、どのような
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意味での処分自由・経済活動の自由が問題とされているのかについては、
以下のような傾向があった。
（a）まず、法規定の内容を振り返ってみると、一般民法のレベルでは、
長さだけを理由に良俗違反とは言えないところ、国民経済的な観点か
ら、一定期間経過後の解約告知規定が強行法として置かれていた（賃貸
借、雇用）
。もっとも、金銭消費貸借の上限規制は債務者という一方契
約当事者保護を理由に置かれており、かつ事業者間取引にも制約をもた
らすこのような規制には立法論的に批判が強かった。約款規制法では、
消費者契約約款の存続期間に 2 年の上限を設定するにあたり、継続的物
品供給、継続的役務・請負給付といった取引類型を規制の対象とし、顧
客側の対価支払い義務レベルでの処分自由の確保を問題としていた。保
険契約に対する一定期間経過後の解約告知権も保険契約者の保険料支払
い義務レベルでの処分自由確保を問題とするものであった。すなわち、
一般民法のレベルでは、自己の資産を、所有権を移転しない形で市場に
提供する側の当該財産や労働力の処分自由確保が問題とされていたのに
対し、消費者や顧客保護を目的とする法規定では、小規模支出レベルで
の財産処分の自由確保が問題とされ、かつ長期拘束による制約を受ける
消費者・顧客が多数存在することによる市場競争への間接的影響に言及
する判決も登場している状況がある。
（b）裁判では、明文の規定に抵触しない事例において、長期拘束の不
当性がまず BGB138 条 1 項を根拠に争われている。その際、一定の経済
活動を禁じられ、あるいは職業活動の全般に及ぶような形で拘束が存在
する場合に、長期拘束への介入が行われやすいと言える。たとえば、事
業者間契約であっても、活動の自由を制限されるのが個人事業者であり、
個人の職業活動としても制約が大きい場合には、契約の内容規制が肯定
される傾向にある。その一方で、拘束を受ける側が、法人・大企業の場
合で、全経営の一部の商品・取引にかかわる拘束にすぎなに場合には、
反対給付との均衡を考慮するまでもなく、経済活動自由への侵害はない
として、良俗違反性を肯定することには消極的態度が示されていた。
（c）BGB307 条 1 項によって、消費者契約や約款取引へ介入すること
が問題となる場合、顧客・消費者にとって、当該支払義務が軽いもので
はなく、限られた収入の中で他のことに対する支出が制約されるという
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レベルでの処分自由の制限によっても、存続期間規制を理由づけること
があった。ただし、このようないわば小規模レベルでの処分自由の制限
が問題となっている場合には、人的物的施設・組織を維持して、商品・
サービスを市場に提供するため、計算可能性を確保するといった事業者
側の利益にも配慮し、顧客側の支出の重さや状況変化の頻繁性なども考
慮に入れ、最終的な利益調整が行われていたと言える。
（5）典型契約の性質と長期拘束の限界
売買、賃貸借、消費貸借、雇用、請負、委任、組合といった民法典に
おける典型契約カテゴリーと、
時間的拘束の限界に関する判例法理とは、
どのような関係に立っているか。
（a）判決例の傾向でいうと、
物品供給型契約や利用型契約の多くでは、
比較的長期の拘束が容認される傾向にあった。消費者契約の場合も、

BGB309 条 9 号 a の反対解釈によって、立法時に考慮されていないよう
2 年までの拘束期間は有効とされる傾向にある。もっ
な事情がない限り、
とも、利用型契約であっても、学生用アパートの借家契約については、
可動性を重視するような判断が示されていた。また、役務提供型契約の
場合は、とりわけ、将来にわたる給付の有用性・適性の見通しがきかず、
有用性が役務受領者側の状況に左右されるような消費者契約としての役
務提供型契約では、長期の拘束は不当とされやすかった。たとえば、教
育契約では、BGB309 条 9 号 a との関係でも、2 年を超えない拘束期間に
ついて、当該契約の特徴に鑑み、不当性が肯定されており、物品供給型
契約や利用型契約とは異なる判断傾向が示されていたと言える。ただ
し、同じ役務提供型契約であっても、有用性や適性リスク・個人的な事
情変動リスクの大きい教育契約等とは異なり、通信サービス契約では、
BGB309 条 9 号 a に抵触しない 2 年の存続期間に問題はないとされてい
た。
（b）民法典上の典型契約と長期拘束の限界との関係については、上述
のように、大まかな類型毎に一定の傾向はみてとれるものの、典型契約
横断的な傾向や、典型契約の内部での異なる傾向も確認されたと言うこ
とができる。ある種の経済活動を全面的に禁止する取引類型、排他的取
引拘束を課し、あるいは個人の自由な職業活動の制限に係る取引類型、
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先行する投資の回収先が特定の取引相手に限定される取引類型、個人の
状況に給付の有用性が左右され、状況変化が典型的に頻繁である取引類
型などは、主たる要素とされる典型契約の性質にかかわらず、共通する
解決傾向が見られたと言える。
（6）個別交渉合意 / 約款による契約、事業者間契約 / 消費者契約
（a）約款が用いられている取引と個別交渉合意とにおいて、長期拘束
への介入にあたり、その具体的解決にほとんど違いを確認できない判決
もあった。しかし、多くの場合は、約款規制法の適用がある場合のほう
が、BGB138 条よりも、長期の拘束期間を定める条項や長期にわたり解
約告知可能性を排除する条項に対して厳しい規制が行われる傾向を確認
することができた。BGB138 条 1 項による場合、例えば、ビール供給契
約などでは、20 年という上限基準が示されていたが、約款規制法によ
る規制においては、10 年を超える拘束を正当化するには、特別の理由
が必要であるという言い回しがしばしば行われている。また、個別交渉
合意があったと認定される場合には、消費者契約においても、BGB138
条 1 項は、期間が長いという点だけでは容易には契約に介入せず、事業
者間取引にあっては、かなりの長期にわたる拘束も肯定される傾向にあ
ると言える。個別交渉合意か約款かという観点は、介入基準の厳格さに
影響を与えていると言うことができ、また、限られた収入の範囲内での
支出の自由という小規模なレベルでの処分自由の考慮は、判決では、消
費者を主として顧客とする約款取引において、はじめて考慮の対象とし
て拾い上げられていたと言える。
（b）事業者間契約・消費者契約という区別に関して言えば、先にも述
べた通り、個別交渉合意があったと認定される場合には、消費者契約に
おいても、BGB138 条 1 項は容易には介入していなかった。また、約款
を用いた取引でも、投資の償還が問題となる通信設備の賃貸借では、商
人間取引と非商人取引とで区別するべき利益状況はないとされていた。
もっとも、判決を批評する学説の中には、消費者と事業者とでは、長期
予測の能力などが異なることから、同列には扱えないという見解がみら
れ、また、もっぱら消費者契約として締結される取引において長期拘束
の限界が問われる場合、そもそも裁判では、数年の拘束というレベルで
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その上限が争われる傾向にあることを指摘できる。すなわち、当該拘束
による負担の大きさを考慮する際、家計からの支出である点や営業目的
ではないことは実際には考慮されており、事業者間契約と消費者契約と
を比較した場合には、やはり消費者契約におけるほうが拘束の許容範囲
は狭いものとなっていると言える。ただし、事業者間契約においても、
個人事業主であるといったことが長期拘束への介入に影響しているとい
う指摘を先に行ったところである。
（7）第三者への影響という観点
存続期間の規制を法規定として設定するに際し、例えば、賃貸借にお
ける 30 年の期間制限を行う BGB544 条の立法趣旨において、目的物が
市場から奪われることの回避という、市場・第三者への影響という観点
が言及されることがあった。もっとも、BGB544 条は解約告知権を契約
当事者に付与している規定なので、契約存続のイニシアチブはあくまで
契約当事者に委ねられる。
また、（2）で取り上げた競争制限的な要素のある合意は、第三者・市
場への影響という観点が関わることとなる。もっとも、ビール供給契
約のような競業他社排除を伴う垂直的な長期購入拘束に関していえば、
これがただちに GWB1 条違反となる訳ではなく、GWB1 条違反の判断
においては市場占有率などがまずもって考慮され、また Vertikal-GVO5
条 1 項の 5 年に抵触するような場合でも、そのガイドラインでは供給業
者による取引特殊的な投資がある場合は例外となると説明されていた。
近時の長期にわたるビール供給契約の事例でも、GWB1 条及び BGB134
条を直接的な根拠条文として無効を争う判決例はみあたらない。判決例
においては、GWB 違反の取引と BGB138 条 1 項による無効とを直結さ
せるような判断を確認することはできなかったと言える。さらに、保険
契約の判決では、多数の顧客・消費者が固定されることによる市場への
影響ということに言及されていたが、すべての消費者契約の事例でかか
る要素が不当性判断において言及されている訳ではない。
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（8）長期拘束の無効と効果論
（a）BGB138 条による無効
ビール供給契約など排他的長期拘束に対して反対給付の存在が問われ
る類型では、長期拘束と反対給付との均衡の観点から、契約全体を無効
とすることはせずに、
拘束期間の一部無効処理が行われる傾向にあった。
関係終了後の競業避止特約の判決では、時間的過剰性以外にも良俗違反
要因がある場合には、契約が全部無効とされることもあったが、時間的
過剰性のみを理由とする無効の場合には、一部無効とされている。多く
の判決例の傾向として、存続期間の一部無効処理が行われる場合でも、
基本的には、争いが生じた時点やそれ以降について存続期間を無効とす
るものが多く、経過した期間における関係について、巻き戻し的な清算
を回避する判断を行うものが殆どであると言える。たとえば、ビール供
給契約では、存続期間の縮減に伴い、反対給付を比例的に縮減すること
も否定されていた。
（b）BGB307 条による無効
存続期間条項への約款規制法の適用を認め、不当な不利益を与える条
項として無効と評価した場合、その効果論において、通説・判例は、有
効性を維持して許容限度に縮減するという処理を行わない。その理由
は、約款使用者が全部無効のリスクなしに不当な約款を設定できるとい
う事態の回避（予防原理）、顧客にとっての条項の理解しやすさの確保
（透明性原理）などに求められる。もっとも、期間の定めのない契約と
して、近い性質の典型契約に用意された通常の解約告知権を補充するの
か、補充的契約解釈などの方法によって相応な期間の拘束が維持される
のか、あるいは全期間の定めを維持したまま適切な告知期間や適切な区
切りに向けての通常の解約告知権が補充されるのか、解決は分かれてい
た。補充的契約解釈が活用されていた教育契約では、カリキュラムが確
定的なもので、期間の定めのない形での提供が契約内容になじまないと
いう特徴があった。これに対し、多くのその他の契約では、存続期間条
項が削除されるような形で、期間の定めのない契約として、一番近い典
型契約の通常の解約告知権の補充が行われる傾向にあると言える。いず
れにしても、解約告知権の補充等によって、解約告知の意思表示が行わ
れて以降の契約からの解放という処理が行われており、ここでも、巻き
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戻し的な清算処理は回避されていると言える。

Ⅲ
1

時間的な拘束の限界に関連する学説の議論
取り上げる学説の議論

Ⅱにおいて、判決例に対する学説の評価等は若干取り上げたが、時間
的な拘束の限界そのものを扱う論稿は、ドイツにおいても少ない。いわ
ゆる継続的債務関係の説明の一部として、例えば、債務は全人格を支配
する形で設定することができず、期間の定めのない継続的債務において
は、解約告知の自由が認められることによって、債務の本性が維持され
るという Savigny の説明

209）

や、給付の範囲が時間の経過に方向づけられ

る債務関係は、何らかの方法で、時間的限定を加えられる必要があり、
解消できない継続的な拘束は、個人の自己決定権や取引参加者の活動自
由を是認できる程度を超えて制限することになるという Larenz の説明
210）

など

が存在し、永久拘束の禁止や期間の定めのない契約に対する通

常の解約告知権に関わる記述を教科書等において確認することはでき
る。しかし、拘束的な存続期間の限界を画するという問題は、ビール供

BGB138 条 1 項（良
給契約などに関する判例法理の形成と展開を前提に、
俗違反）や BGB307 条（約款上の不当条項規制の一般条項）の適用・解
釈問題として言及される状況にある。
ここでは、時間的な拘束の限界を中心的テーマとする若干の論稿につ
いて紹介し、学説は、重大事由による解約告知や契約適合に関わる法理
などの他に、時間的拘束に限界線を引くという法規定や一般条項の役割
を必要なものと考えているか否か、これを肯定する見解は、どのような
取引類型に対し、どのような観点・要素を重視し、契約における長期拘
束に対し、どのような解決をもたらすべきと考えているのか検討を加え
ることにしよう。

209） Friedrich Karl von Savigny, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen
römischen Rechts, Bd. Ⅰ , 1851, S. 6f.
210） Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. Ⅰ 14 Aufl. 1987, S. 30.
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時間的な拘束の限界を検討課題とする論文

（1）Großfeld/Gersch, Zeitliche Grenzen von privaten Schuldverträgen

211）

Großfeld/Gersch は、「私的な債務契約の時間的な限界」というタイト
ルの論文において、私法上の契約による拘束に、時間的な限界は存在す
るのかを問う。
論文においては、まず、テーマに関わる法律上の規定として、譲渡可
能な権利の法律行為による処分禁止合意（BGB137 条）や取消権の期間
制限、消滅時効、債務法における一部の典型契約に設定されている解約
告知制度、商法・経済法における競業避止特約に関する規制、約款規制
法における契約の存続期間の上限規制などを概観し、時間的に限界線を
引くということは例外事項なのか否か、一般的な原理を導き出すことが
可能かという検討課題を設定する。
続いて、債務法において存続期間の上限を設定する上記諸規定の規範
目的の確認に進む。賃貸借法が 30 年を超える存続期間に対し解約告知
規定を用意した趣旨として、国民経済的な理由と次の世代への負担は回
避されるべき（拘束は一世代限り）という考えがあること、雇用、消費
貸借、組合契約、約款規制法、商法の関連規定の目的は、人格の自由な
展開と経済的に独立して決断する権利を確保することにあることに言及
していることを確認する。そして、債務法以外の時間的拘束の限界に関
わる法規定を確認した上で、判例の検討に進む。判例分析では、永久拘
束は許されないが、拘束的な存続期間の長さを理由に BGB138 条によっ
て法律行為を無効とできるかという問題については、明確な統一的限界
線を引くことはできず、反対給付などを考慮した個別事例の総合判断に
よっていることなどを確認する。そして、
問題設定に関し、学者
（Gierke、

Thur、Larenz、Flume、Horn、Bauer-Mengelberg）があまり多くのこと
を語っていないことを確認する。そして、この論文が多くの示唆を得て
212）

いるというスイスの学者である Karl Spiro

の論文を取り上げ、特別の

211） Bernhard Großfeld=Hans-Georg Gersch, Zeitliche Grenzen von privaten
Schuldverträgen, JZ1988,937.
212） Karl Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjahrungs-, Verwirkungsund Fatalfristen, 1975: Spiro はスイスの学者である。この論文は、多様な債務契
約に対する時間的拘束の限界を、その当時のスイス債務法を手掛かりに検討し、
10 年、20 年、30 年の限界が設定されるべきグループ分けを試みている。

398

〈30〉 契約における時間的な拘束の意義と限界（3）（丸山）

解約告知権や契約適合などによる対応の他、過度に長期の拘束からの保
護のために上限規制が必要であり、拘束を受ける者の債務の性質に応じ
て、10 年、20 年、30 年という上限期間のグループ分けを行うという議
論を紹介している。設定された問題に対し、多様な債務関係に対する一
つの解答を出すことはできないが、時間的な限界の問題について、重大
事由による特別の解約告知権や契約適合法理などによる対応では十分で
はなく、各契約類型に特有の契約当事者の保護が必要であると述べる。
そして、少なくとも賃貸借法において確認できるように、一つの世代を

30 年という上限が、
超える拘束には問題があり、特別の規定がなくとも、
例えば、BGB137 条 2 文の意味での債務契約にも、組合契約にも要請さ
れるという見解を示している。

Großfeld/Gersch の論文は、設定した問題への明確な解答を示すとい
うよりも、このテーマに関する問題提起的な内容にとどまっている。ま
ず、重大事由による解約告知権や契約適合法理などでは当事者の保護に
十分ではないという見解が示される。そして、基本的には、実体法上の
存続期間の上限設定に関する諸規範の目的・判例法理において確認でき
る考え方を普遍化できるか否か、あるいは他の事例にも妥当性を有する
か否かという形で考察が進められている。判例や Spiro の研究を参考に、
永久拘束は許されないという一致点を除き、拘束の上限については一律
の線引きはできないが、現行法規範において確認できる「次の世代にわ
たる負担は回避されるべき」という考え方と「30 年基準」は、存続期
間の上限規定の存在しない法律行為においてもある程度普遍化できる考
え方であるとされている。
（2）Bydlinski, Zulässigkeit und Schranken “ewiger” und extream

langdauer Vertragsbindung213）
Bydlinski は、「 永久

並びに極端に長い期間にわたり、契約へ拘束

することの許容性と限界」という論文において、
「永久拘束、若しくは
213） Franz Bydlinski, Zulässigkeit und Schranken “ewiger” und extream Langdauer
Vertragsbindung, 1991. なお、Bydlinski は、オーストリアの研究者であるが、
研究対象がドイツ法に及んでいること、またドイツの学説も長期拘束の限界
という問題に言及するにあたりこの論文を援用することから（Vgl. Staudinger/
Sack=Fischinger, Fn. 204, §138 BGB Rn. 321）、ここで取り上げる。
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広範囲における解約告知権の排除、又は過度に長期の存続期間の設定と
いった、広大な範囲での時間的な拘束は有効性を維持できるか、一定の
要件の下、又は一定の状況下において限界線が引かれることはないのか」
という検討テーマを設定する。そして、妥協の産物的な限界線を引くた
めに、可能な限り信頼でき、かつ納得のいく指針を明らかとし、個別の
事例における具体化を可能な限りで図る必要があるとする。
極めて長期の、万年とも言える拘束に関わる判決や具体例を挙げ、設
定したテーマはリアルな現象であるが、議論は乏しく、確認できる学説
等は、重大事由による特別の解約告知権の介入や、個別の領域における
長期拘束に対する強行的特別規定としての限界線引きがあり得ることを
留保しつつ、長期拘束の有効性について原則的に肯定的立場を示してい
ることを確認する。そして、一つの長期拘束の限界線を普遍化できない
としても、類似の状況への適用可能性は検討されるべきとする。
まず、重大事由による解約告知規定について、極度に長期の拘束が設
定されたという事実が重大事由の認定に影響を与えるのかという問題に
取り組む。Bydlinski は、要求不能は、一方の解消に関する利益と他方
の存続に関する利益考量の結果であり、当該契約類型の「安定性」に関
する立法者の考え方、および契約相手方によって与えようと意図された
安定性が基準となるが、長期契約である故の解消利益の強さと、長期契
約である故の安定化に対する強い要請という二つの相反する事情が長期
の拘束の設定においては存在し、この「手詰まり」の状況に対し、補助
214
○ 1 契約当事者にとって、契約締結時に、現在、契約を
準則 ）として、
解消する理由として主張されている事情が予見できたものであればある
○ 2 解消希望者の領域からそのような事情が生じて
ほど（予見可能性）、
いればいるほど（支配可能性）
、
安定性への要請は高まるが、逆であれば、
等価障害や目的障害は契約解消に有利に作用する、という。また、客観
的規範秩序から、
「手詰まり」状態の解消が可能となることもあるという。
たとえば、長期使用貸借では、芸術作品を鑑賞できるという公的な利益
214） Bydlinski は、一般条項の明確化の可能性と限界を探究するため、以下の評価
○ 1 憲法的な基本評価を含む法律上の基本評価、
○2
項目を掲げている（S. 13）：
世間一般において認められている法倫理的、かつ実体法的にも効力のある原理、
○ 3 関連取引領域における取引慣習、
○ 4 社会倫理的な見方および社会ないし関連
○ 5 裁判官固有の価値評価。
取引圏での評価、
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は安定性に有利に作用し、真正の無償性は解消を容易にし、カルテル法
がその危険性を明らかにしている競争制限的要素のある契約は解消を容
易化する方に作用するといった議論を展開する。
次に、重大事由がある場合に解約告知が可能であるとしても、設定さ
れた拘束に上限が引かれるべきかという問題に取り組む。長期拘束の上
限設定に関わる規定は分散的であり、非体系的であり、歴史的偶然性も
作用しているので、個々の規定から契約による拘束の一般的上限を導き
出すことはできないが、一部の領域について、関連規定から限定的な普
遍化を語り得ないか否かは検討されるべきであるし、一般条項、良俗違
反の具体化においては、まず、有益な法律上の規定や法制度の基本思考
に着目すべきであると述べる。そして、規範から導かれる指導形象とし
て、時間的に無制限の、あるいは非常に長期にわたって継続する契約の
拘束は、それが、
「個人の職業活動にかかわるもの」であるか、
あるいは、
「経済的な判断自由の過剰な制限に至り、かつそれが一定の自由な行動
をしないことを義務づける一次的な自由制限的契約」に該当する場合に
は、排除され得るという。

○1万
Bydlinski によると、検討の結果は以下のようにまとめられる。

年続くあるいは極度に長い契約は一般的には許されるものであり、有効
○ 2 これは、継続的債務関係に対する重大事由による解約告知が
である。

○ 3 重大事由
あらゆる事例で必要な範囲で可能であることを前提とする。

の判断において、極度に長い契約拘束の影響は、とりわけ、いかなる程
度、契約解消が主張されている現状況が契約当事者に予見可能であった
か、そしてどの程度その事情が解消を望んでいる当事者の領域から発し
ているかに左右される。それに応じて解消可能性は容易化あるいは困難
化する。法律が、契約類型の性質とそれに関連して当事者によって試み
られている長期の安定化に対し示している積極的又は消極的評価にもま
○ 4 重大事由による解消可能性を超えて、法律は、
た注意すべきである。
時間的要素だけを理由に、長期の契約の効力を個々的に制限する一連の
規定を備えている。これらは、成立時期、理由、法律効果において区別
され、完結した体系は認識できない。限定された範囲での普遍化できる
基本思考は、第一に、個人の自由な職業活動の保護であり、第二に、経
済的な処分自由の過度の制限からの保護、とりわけ「一次的な自由制限
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○ 5 具体的法律の個々の要件に該当しない場
的契約」からの保護である。
合、良俗違反を具体化する指針として、上述の考えは援用される。職業
活動自由の保護の場合には、労働契約の 5 年の上限が考量の出発点とな
る。「一次的な自由制限的契約」からの保護については、古くは物の自
由処分が制限される事例が該当するが、近時は、第三者にも影響を与え
広範囲に契約自由を排除するカルテル契約が強い法律の介入を必要とす
る例を提供する（ただし、良俗違反の判断では、カルテル法の直接適用
はなく、一つの指針となるにすぎない）。排他的購入拘束についてドイ
ツのビール供給契約に関する判例では、20 年の最高期限が形成されて
いるが、この種の契約では個人の職業活動自由の制限も関わっており、
純粋な「一次的な自由制限的契約」
の限界を考察する際の出発点として、
法律上の手掛かりは、オーストリアの時効法なども参考に 30 年の最高
期限であるという。

Bydlinski は、基本的には、私的自治・意思による契約内容形成と客
観的法原理との緊張関係という図式において、長期拘束の問題を捉えて
いる。その上で、極度に長い拘束も原則として許容されること（合意の
尊重）を出発点としつつ、重大事由による解約告知の可能性の他に、時
間的な拘束の限界線引きを行うべき場合があることを認めている。重大
事由（要求不能）の判断においては、予見可能性、支配領域のほか、
「法
秩序」が長期安定化に関し「当該契約類型」に示している評価に注目す
べきとする。そして、強行法的に設定される時間的拘束の上限について
は、
「法秩序」が示している普遍化できる「基本思想」に着目すべきとし、
「個人の自由な職業活動の保護」（代表例としての労働契約）と、「一次
的な自由制限的契約による判断自由の過剰制限からの保護」
（カルテル・
排他的取引など一定の活動自由を制限することを目的とする契約）を一
定の範囲で普遍化できる思想として掲げる。普遍化可能なものとして二
つの基本思想を指摘するとともに、良俗違反などの一般条項を具体化す
るにあたり、現行法・立法者の与えた評価・基準を尊重するスタンスが
採用されている。
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（3）Wiedemann/Schulz, Grenzen der Bindung bei langfristigen

Kooperationen215）
Wiedemann/Schulz は、「長期協同における拘束の限界」という論文に
おいて、共通の財産の調達や恒常的組織の形成を目的としないが、長期
協同関係を形成する関係、例えば、下請、リース、フランチャイズ等の
協同関係を取り上げる。このような関係では、一般に、長期にわたり通
○1
常の解約告知権が排除されているが、かかる長期協同関係について、
○ 2 BGB138 条による無効の可能性、
○3
組合の規定による規律の可能性、

特別の解約告知権の要件を検討するというものである（カルテル法の問
題については検討対象から除外されている）
。
まず、組合の規定（解約告知に関する BGB723 条など）の適用可能性
について、組合と交換契約とを区別するため、
「共同の目的」の解釈に
関する学説を概観する。交換契約との区別について、給付が、参加者の
財に流入するのではなく、むしろ共同の目的に役立てられる点において、
組合契約と交換契約との本質的違いを認めることができるとする。続い
て、協同契約と組合との区別については、区別の困難が生じ、補強的区
○ 1 いかなる範囲で、製品が、市場あ
別の要素として、次の点をあげる。
るいは第三者に対して、統一的な共同作業の結果として提供されている
○ 2 契約当事者らが、共同の製造物責任を引き受けているのか、そ
のか。
の時の部分給付についてのみ責任が生じるのかという点も一瞥すべきで
あり、組合関係は、製品が、異なる出所、別個のマークや責任を示す場
○ 3 契約当事者が、その履行をコン
合には、疑わしければ、否定される。
トロールし、監視する共同の機関を形成するか否か。したがって、組合
関係への徴候は、統合された給付が、統一的に、共同の結果として、市
場に提供されること、当事者が共同の製造物責任を引き受けていること、
すなわちリスク共同体であること、その部分給付に対して出所と責任を
分離的に示していないこと、契約実行のコントロールと監視をする共同
の機関を形成していることにあるとする。
その上で、BGB138 条による限界線引きの問題にすすむ。長期拘束に
関する判例の展開を確認し、介入の基準として、契約が、契約当事者の
215） Herbert Wiedemann=Oliver Schulz, Grenzen der Bindung bei langfristigen
Kooperationen, ZIP1999, 1
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事業者としての自由を全体的に侵害しているかどうかが挙げられると
し、当該取引の重要性が、その経済的な活動の全体にとって僅かであれ
ばあるほど、長期拘束は容易に理由づけられると分析している。長期拘
束に関する学説も概観した上で、無制限のあるいは過度に長い契約は良
俗違反となり得るが、硬直的線引きは行わないという見解に賛成する。

BGH によって採用されている BGB139 条による一部無効には反対し、
保護目的論によって、過剰に束縛された当事者側にだけ一部無効の援用
可能性を認めるという方向性を示す。そして、判例の展開してきた保護
のコンセプトは、
「自然人」が契約期間中、全事業活動について影響を
受けるという形で義務づけられているケースであり、法人や大企業の場
合ではないことを指摘する。
さらに、特別の適合と終了に関する法的手段として、特別の解約告知
権と行為基礎の喪失の検討にすすみ、重大事由による解約告知の要件拡
大と効果における変更解約告知の採用による柔軟化を提案する。
以上が論文の概要である。時間的な拘束の限界に関し、判例による

BGB138 条 1 項を介しての過剰拘束からの一方当事者の保護は、自然人
たる事業者の事業活動の全体に影響を与えているケースであると分析
し、法人や大企業の場合には、経済活動自由の保護コンセプトは妥当す
るものではないという指摘を行っている。これは、本稿における判例分
析とも一致する。
3

近時の長期契約研究より
216）

（1）Horn, Vertragsdauer

「契約の継続」に関する Horn の債務法改正の鑑定意見では、時間的な
拘束の限界という問題について、殆ど言及されていない。僅かに以下の
指摘がある。原則として、単に時間が経過したことや、長期にわたって
216） Nobert Horn, Vertragsdauer, Hrsg. Bundesminister der Justiz, Gutachten und
Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts Band I, 1981. Horn の見解を紹介・
検討するものとして、飯島紀昭「継続的債権関係論の新たな展開―ホルンの鑑
定意見の紹介」成蹊法学 26 号（1988 年）71 頁以下、和田安夫「長期契約の調
整と契約の再交渉義務」姫路法学 13 号（1993 年）4 頁以下、石川博康『再交渉
義務の理論』（有斐閣、2011 年）91 頁以下、129 頁以下〔初出、2001 年〕、吉政
知広
「契約改訂規範の構造
（一）―契約改訂プロセスにおける法の介入と支援―」
名古屋大学法政論集 216 号（2007 年）46 頁以下など参照。
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契約に拘束されていることは、自己決定によって生じた契約上の義務を
終了させ変更させることを正当化する理由とはならない。契約の実行や
目的に影響を与える追加的な事情が生じてはじめて、義務からの解放や
契約内容の終了が問題となり、そして、過度に長期の拘束を BGB138 条
によって無効とする際には、時間の長さ以外の要素も考慮されていると
217）

いうことである

。

（2）Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung

218）

「継続的債務関係とその終了」の研究において、Oetker は、まず、
「合
意は拘束する」原理（契約信義）と個人の自己決定権との関係について、
自己決定権秩序が内在的に「合意は拘束する原理」の射程を明らかにす
ると述べる。たとえば、自己決定権の廃止を狙うような永久拘束の効力
承認を私法秩序は拒絶し、期間の定めのない契約を通常の解約告知権に
よって終了させることは、合意は拘束する原理とは矛盾せずに説明でき
るという。そして、重大事由による解約告知権など特別の解約告知権は、
法秩序を支配する要求不能原理の発現であると整理する

219）

。

永久拘束や期間の定めのない継続的契約に対して、契約相手方を合意
された期間について拘束することは、契約自由の原則からも認められる
ことになり、最低拘束期間の設定や通常の解約告知権を一定期間排除す
ることによる契約安定化の試みは、基本的には、異議を唱えるべきもの
ではないという。もっとも、長期の拘束は、将来の処分自由を強く制限
する危険があるので、当事者に将来の予見が期待できることが前提とな
り、これが欠ける、又は典型的に欠ける場合、個人の行為自由保護のた
めの介入が必要となるとする。存続期間の上限に関わる諸規範につい
て、民法の規定は、自己決定権保護というよりも、秩序政策的な観点に
よって沿革的には設けられ、消費者保護的な法規においてはじめて一方
当事者における将来の予見困難という観点が考慮されたと指摘する。そ
して、AGBG11 条 12 号（BGB309 条 9 号）は、商人間取引で考慮される
ような正義内容を含んでいないという考え方に賛同している。また、一
217） Horn, Fn. 216, S. 560,586.
218） Oetker, Fn. 90.
219） Oetker, Fn. 90, S. 18―20,248―279.

391

法政論集

248 号（2013）

論

説 〈37〉

般条項を利用しての判例の展開を確認した上で、すべての継続的契約に
妥当し得る上限を設定することはできないが、客観的正当理由を示すこ
とができない 30 年の拘束は特別の事情がない限りは良俗違反を示すこ
とになるであろうと述べる。その一方で、カルテル法における一括適用
免除規則における時間的上限を遵守していても個別の事情から AGBG9
条（BGB307 条）違反となることはあり得るとする。もっとも、第三者
保護や外的競争への影響を考慮することはカルテル法によって行われ、

BGB134 条が問題となることはあっても、公序概念を含まない良俗違反
に係る BGB138 条 1 項において直接考慮されることについては疑問を示
している

220）

。

すべての継続的契約に妥当する上限設定はできないとしつつ、現行法
を手掛かりに、良俗違反を介しての長期拘束への介入があり得ることを
認めている。個人による将来の予見困難性は消費者保護法規で考慮され
るようになってきたが、民法典における関連規定は、本来、個人の自己
決定権保護よりも、秩序政策的な観点によって設けられたことを指摘し
ている。そして、第三者保護や競争への影響を BGB138 条 1 項の直接的
な考慮要素とすることには慎重な態度が採られている。
221）

（3）Jickeli, Der langfristige Vertrag

Jickeli は、「長期契約」というタイトルの下、「法は、いかにして長期
○
契約の特殊性に対応すべきか」
、具体的には、
「 1 長期契約には強行法に

○ 2 いかなる指針に任意法は従うべきか？」
よる特別の規制が必要か？」
「
を検討の課題とする。
従来の研究に対して、Jickeli の研究は、制度経済理論に基づいて実証
分析、規範分析を行った上で、法の態度決定を考察することに特徴があ
222）

る

。まず、長期契約という概念を定義するにあたり、
「契約当事者の

220） Oetker, Fn. 90, S. 462―544.
221） Jickeli, Fn. 118. Jickeli の論稿に簡潔にではあるが、言及するものとして、石川・
前掲注）216・99 頁の注 153）、157 頁の注 95）。
222） 時間的拘束の限界に直接言及する論文ではないが、Erich Schanze, Symbiotic
contracts: Exploring Long-Term Agency Structures Between Contract and
Corporation, Ed. Christian Jorges, Franchising and the Law, 1991 では、新制度経
済理論などを参考に、フランチャイズ、ジャストインタイム、ジョイントベン
チャー、ビール供給などを例に、権限の委譲と取引特殊的な投資を特徴とする
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主観的観点から出発し、なぜ、柔軟性の欠如や脅迫的な機械主義的行動
が発生しやすくなるにもかかわらず、将来に向けて拘束されようとする
のか」を問題とする。検討対象とする「長期契約」とは、「当事者の評
価によれば、将来の起こり得る変化に対し、現時点で、将来のある時点
の権利・義務を定めたほうが得策であると予測して締結されたものであ
り、当事者によって、計画的に二つの時点が結合されている契約」であ
るとする

223）

。

第 1 部の実証分析において、長期契約の成立理由が検討される。検討
によると、常にということではないが、とりわけ取引特殊的な投資が行
われた場合に長期契約は成立し、その他に、当事者間で異なる予測とリ
スク選好性がある場合、情報の非対称がある場合、一般的取引費用の節
約が目指される場合に長期契約が成立し得るという。また、実証分析に
おいて、内容形成原理が検討される。検討によれば、あらゆる事態に対
し事前に完全に内容形成された契約という前提は非現実的であり、不完
備契約が出発点となる。変化した状況における相手方の機会主義的行動
を排除するため、相互に利益を確保できる形で手続き的規定を事前に用
意し、また不確定な事態に対応できる条項を設定し、場合によっては担
224）

保の合意といった行動に出ることになるという

。続いて、第 1 部の規

範分析においては、長期契約の効率性を枠条件の設定によって改善する
ことを目的とした検討が行われる。経済的な効率性を高めるため、一方
当事者を保護するような枠条件を設定することは、契約の機能不全（原
因としての、限定的合理性、情報の非対称性、不確実性）がある場合に
正当化されるが、必ずしも、長期契約であるということを理由に、特有
の強行法規導入は要請されない。第三者への影響という観点は、枠条件
設定に対する広い基礎を与え、とくに第三者が取引費用を理由に、長期
第三の範疇の共生的契約（Symbiotic contracts）について、
一般債務法、会社法、
労働法、カルテル法が、どのように修正を要請されるかが検討されている。若
干の検討結果として、契約条件の公正さは、約款規制法ではなく、BGB138 条
で扱われるべきこと、交換契約を念頭においた債務法（そこにおける任意規範
を念頭においた約款規制法）、消費者保護法、組織法をそのまま共生的契約に
転用することはできず、カルテル法や労働法においても適用除外などの一定の
配慮が要請されることになるとしている。
223） Jickeli, Fn. 118, S. 17―31.
224） Jickeli, Fn. 118, S. 52―98.
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契約による利益侵害を阻止できない場合に、強行法による対応が要請さ
225）

れるということである

。

第 2 部では、第 1 部の分析を基礎として、長期契約の一般的法原理が
探究される。そして、長期契約の強行法の検討として、存続期間規制が
取り上げられている。まず、永久拘束は、過剰投資や独占に結びつかな
い場合に正当と認められる余地はあるが、しかし、無制限の拘束が必要
とされるのは非常に稀な事態であるとする。長期の拘束において、一方
当事者の保護を目的とする存続期間の規制は、被保護者に対する非遡及
的終了権の付与という形で図られるべきであり、数字的な限界性を引く
ことは困難であるものの、経済的に有意義な合意は無効とならないとい
うおおまかな指針が示される。そして、一方契約当事者の保護の必要性
は、経済的若しくは知的な優越的地位の濫用、又は自由な意思形成・経
済的判断自由への侵害から説明されるという。第三者保護を目的として
存続期間の制限が問題となる場合について、第三者の保護は主として競
争法において考察されるが、BGB138 条 1 項の判断において第三者利益
の保護という観点を取り入れることは可能であり、また、学説では、カ
ルテル法を、AGBG9 条（BGB307 条）条を介して活用する提言がある
ことを指摘する。そして、契約の一方当事者保護を目的とする場合より
も、第三者保護を考慮する場合のほうが、広い法律効果が与えられ得る
ということである。なお、一方が当該契約に頼らざるを得ない場合の強
行法としての存続保護は、例外的（労働者・賃借人保護など）にのみ認
められるとされ、償還されない取引特殊な投資を保護するための一般的
補償請求権については、多数見解に反し、事業者は自身で備えるべきで
として、否定する立場を採っている

226）

。

Jickeli の検討の特徴は、各論に特有の修正や一般原理の限界などを留
保しつつ、ひとまず二つの時点が計画的に結びつけられた長期契約の一
般的法原理を、制度経済理論の観点から探究する点にある（労働法など
の弱者保護法の領域には経済理論によるアプローチが妥当しないことも
留保する）。具体的には、取引特殊的な投資や異なるリスク選好といっ
た原因から成立する長期契約に伴う不完備性、機会主義的行動の可能性
225） Jickeli, Fn. 118, S. 98―139.
226） Jickeli, Fn. 118, S. 141―210.
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に対し、法は、どのような強行法規・任意法規を用意するべきかが検討
される。Jickeli によれば、現行法及び判例実務はおおよそ、制度経済理
論に基づいて要請される枠条件に適合的な内容となっているが、若干の
問題のある規定や判決（金銭消費貸借の 10 年の存続期間規制や遠隔暖
房について無制限の拘束を認めた判決など）が指摘され、また幾つかの
問題について解釈の方向性・指針が展開されている。本稿が取り上げる
存続期間規制の問題については、
一方当事者の保護を理由とする介入は、
優越する地位の濫用や自由な意思形成・経済的判断自由の侵害を契機と
すること、また、BGB138 条 1 項等の一般条項の考量に第三者利益の保
護を取り込むことに肯定的立場を採ることが示されている。そして、一
方契約当事者の保護を理由とする長期契約法と第三者保護のための長期
契約法とでは、要件・効果が異なるとされている。
3

学説のまとめ
時間的な拘束の限界という問題に言及する若干の学説について取り上

げてきた。
取り上げた学説は、基本的に、重大事由による解約告知権や契約適合
に関わる法理などのほかに、時間的な拘束の長さを理由とする法規定の
手当てや一般条項による契約への介入の可能性を否定していない。
どのような取引類型に対し、いかなる要素・観点を重視して、長期契
約への介入を肯定するかについて、まず注目されるのは、Bydlinski の
○ 1 個人の自由な職
示す、現行法の基本思想への回帰という立場である。

○ 2 一定の自由な活動を制限する形での契約的拘束
業活動の保護、及び
（一次的な自由制限的契約）
からの保護が普遍化可能な思想であるとし、
現行法が示している介入基準も参考にできるという議論が展開されてい
た。すでに存在する立法の尊重を意味し、裁判官への手がかりの提供と

30 年基準は、
なる実践的な意味をもつ見解である。他の見解においても、
参照枠として援用される頻度は高かった。もっとも、現行法への回帰と
いっても、Bydlinski が普遍化できるとしたのは二つの思想にすぎない。
たとえば、Jickeli によって問題があるものと指摘されていた、ドイツの
金銭消費貸借契約における存続期間規定などは、参照枠とされるべきも
のとしては言及されていないといった点に留意すべきであろう。
387

法政論集

248 号（2013）

論

説 〈41〉

次に、良俗違反という一般条項（BGB138 条 1 項）の具体化にあたり、1）
直接的に第三者や市場における競争への影響という観点を取り込むこ
とについて否定的な Oetker の見解と肯定的な Jickeli の見解とがみられ
た。ドイツ民法典において、BGB138 条 1 項は公序概念を含まない良俗
違反規定であることや、禁止法規に抵触する法律行為の無効については

BGB134 条が存在しているという前提に注意すべきであるが、垂直的な
取引関係において、良俗違反による無効を検討するに際し、取引外在的
事情を考慮要素とすることの可否という一般的な問題提起に通じる対立
軸である。これは、2）長期という要素だけから、無効を導き得る取引
類型があると考えるのか、長さ以外の優越的地位の濫用や判断自由への
侵害状況も認定される必要があるのかという問題とも関連する。Horn
は BGB138 条による無効化には時間の長さ以外の追加的事情が常に考慮
されていると指摘するが、
どのような事情が必要かは詳論されていない。

Jickeli は、第三者保護のための介入と個人保護のための介入とを分けて、
後者については優越的地位の濫用や判断自由の侵害を問題とする。長期
拘束の限界を議論する際に、学説によって必ず参照されているビール供
給契約の事例は、Wiedemann/Schulz が指摘するように、自然人たる個
人事業主の全事業活動に影響を及ぼし得る形での拘束が問題となってお
り、Bydlinski が言うように、自由な職業活動制限の要素を有していたが、
判決例の分析から、さらに、資金を要する個人事業者への貸付金付与な
どによる長期拘束の押し付けという優越的な地位の濫用も語り得るよう
な事案であったことがわかる。長期性や市場における競争への影響とい
う観点のみから、契約内容規制に関する一般条項を介して、長期拘束を
制限できるのかが問われることになろう。
なお、消費者契約約款上の長期拘束条項については、Oetker によって、
個人による将来予見の困難という観点は、消費者契約のレベルではじめ
て考慮要素とされるという指摘が行われているところであった。

Ⅳ

小括

「時間的な拘束に対し限界線を引く」というアプローチは、当事者が
合意した「期間の定め」
、
「存続期間条項」を出発点に、重大事由等があ
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る場合を除き、当該期間にわたり拘束されるという内容の契約が成立し
ていることを前提とする。その上で、明文の強行規定を置いて、一定の
拘束期間経過後の解約告知権の付与や存続期間条項の無効をもたらし、
あるいは内容規制に係る一般条項によって、長期にわたる拘束期間の一
部無効又は全部無効を認めるというものである。第 1 章において確認し
てきた、長期拘束の限界線を問うドイツの法規定、判決例、及び若干の
学説を、本稿の関心に即し、長期拘束に上限を引く強行規定の目的・機
能状況、契約の内容規制に係る一般条項の適用・解釈状況、とりわけ長
期拘束問題に対峙する際に重要視されている観点・要素や同種の取り扱
いを示すカテゴリーの存在について、学説による言及も踏まえつつ、ま
とめることにしよう。
（1）長期拘束規制に係る強行規定の目的と現実的な機能状況
（a）自己に帰属する財産処分の自由・経済活動の自由
（i）ドイツ民法典においては、BGB544 条が 30 年を超える賃貸借契約
について、当該期間経過後、両契約当事者に解約告知を認め、BGB624
条が 5 年を超える雇用契約について、当該期間経過後、被用者に解約告
知を認めていた。BGB544 条は、主として、永賃貸借の回避、借主が物
権取得者のような地位を得ることの回避、一世代を超える拘束の回避と
いう観点から、その目的が説明され、BGB624 条は、経済活動の自由・
人格的自由の確保という観点から、その目的が説明されていた。そして、
立法当時から、長さだけでは BGB138 条 1 項にいう良俗違反とならない
という理解を前提に、国民経済的理由から、このような規定の必要性が
理由づけられていた。いずれの規定においても、考慮されているのは、
自己に帰属する財産の処分自由や経済活動の自由を確保するという観点
であり、帰属先を移転せずに、自己の財産や労力を賃貸という形で提供
する側の処分自由の確保が主に問題とされている。このような自己に帰
属する財の処分自由確保や経済活動の自由の確保を目的とし、かつ取引
当事者のみならず国民経済的観点すなわち市場・第三者への影響の観点
を考慮して、存続期間を制限するという発想は、より後の時代で問題と
なってきた競業避止特約の規制（HGB74a 条における 2 年の上限規制な
ど）や垂直的協定による競争制限行為の規制（GWB1 条、AEUV101 条
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1 項、及び Vertikal-GVO5 条の 5 年の上限基準を参照）とも通じるもの
である。
（ii）Bydlinski は、オーストリア・ドイツ民法典の現行法規を参考に、
○ 1 個人の自由な職業活動の保護、及び
○ 2 一定の自由な活動を制限する形
での契約的拘束（一次的な自由制限的契約）からの保護を普遍化可能な
思想であるとし、現行法が示す拘束上限の基準値も参考にできるという
議論を展開していた。また、Großfeld/Gersch は一世代を超える拘束は
許容しないという観点から 30 年基準を一定範囲で普遍化する可能性を
指摘していた。もっとも、職業選択の自由が関わるような個人組合員の
長期拘束について、判決例は、単純な BGB624 条の類推適用や 30 年基
準の転用などを行っていなかった。また、経済活動の自由を制限する排
他的取引拘束を伴う長期契約に対し、判例法理は、民法典やカルテル法
の上限規制を転用するのではなく、BGB138 条 1 項を介して、給付の均
衡アプローチという独自のアプローチを形成するに至り、しかも、その
背後では、取引に付随する貸付金などを必要とするための交渉力格差や
約款取引である故の情報力格差が、実質的考慮要素となっている可能性
があることを指摘できる。
さらに、BGB544 条、BGB624 条自体の機能状況という観点からみれ
ば、これらの条文自体の適用が問題となる紛争を確認することはできな
かった。排他的取引拘束を伴わない利用型契約においては、BGB544 条
が念頭に置く事態とは異なり、借主側の可動性確保や需要の変化を理由
に、長期拘束からの解放が争われるというのが現代的な紛争の発現形態
であった。BGB624 条についても、労働法制の展開のため、この条文の
僅かな適用領域は独立的雇用契約の場面となるが、そもそも、独立的雇
用契約における役務提供者の殆どは、一つの契約によって職業選択や経
済活動の自由を制限されるものではない。むしろ、近時の役務提供型契
約からの解放を巡る紛争は、
役務受領者側が、
需要の変化などを理由に、
長期拘束からの解放を争うというものであった。したがって、BGB544
条、624 条がその目的に則した機能を果たしている場面を、現実には殆
ど確認することはできないと言える。このような規定を維持するべきか
否かは、Bydlinski のように、一般条項の運用などに際し、現行法の基
本思想への回帰を重視する立場を採用する場合、債務法改正の鑑定意見
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において、Lieb が BGB624 条に関し重要な法原理を示すものとして規定
の維持を表明したように、単純な削除が裁判官に対する重要な手掛かり
を失わせることになると考えるか否かに左右されよう。その際、契約自
由に対し、強行法的に一律の基準で時間的な拘束の限界線を引くという
形での介入が、必要かつ相当なものであるかを考えなければならないが、
ドイツの債務法現代化法による改正では、従来の法状況を維持するとい
う判断が行われたということになる。このような BGB544 条や BGB624
条に対し、競業避止特約の 2 年という上限基準は、HGB74a 条の直接適
用対象外の事例でも基準として参照されている。もっとも、GWB1 条・

Vertikal-GVO5 条の 5 年の上限（取引特殊的な投資がない限り）違反の
契約条件は、学説では、私法上の無効に結びつく可能性が示されていた
が、BGB138 条 1 項に直結することについては疑問を示す見解もあった。
少なくとも、この問題領域における従来の判決例は、カルテル法違反を
直接的に指摘して、契約の全部・一部無効を根拠づけるという判断を示
していない。
（b）一方契約当事者の保護―長期固定支出の回避
（i）BGB489 条は、固定金利の金銭消費貸借において、10 年の拘束期
間経過後に借主に解約告知を認め、BGB309 条 9 号 a は、継続的物品供給、
継続的役務・請負給付（組となって販売される商品の分割供給を除く）
において、約款使用者の相手方たる消費者を、2 年を超えて拘束する存
続条項を無効とし、VVG11 条は、3 年を超える保険契約の場合、当該
期間経過後、保険契約者に解約告知を認めている。これらは、一方契約
当事者保護のための存続期間に関する規制であるということができ、当
該契約当事者間における交渉力や情報力の格差の存在を前提する法規定
として捉えることが可能である。これらの法規定では、消費者の予見が
及ばないような長期にわたり、将来の支出について固定されることを回
避するという意味での経済的な処分自由が問題となっており、
（a）で問
題とされた、現に帰属する財産権や人格権の自由な展開が拘束される場
合とは異なっている。いわば小規模支出レベルでの財産処分の自由確保
が、予見能力に乏しい消費者や顧客のために法制度設計において取り上
げられたと言える。この点に関連して、Oetker は、存続期間の上限に関
わる民法の規定は、自己決定権保護というよりも、秩序政策的な観点に
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よって沿革的には設けられ、消費者保護的法規においてはじめて一方当
事者における将来の予見困難という観点が考慮されたと指摘していた。
そして、BGB489 条や BGB309 条 9 号 a の目的に関する説明においても、
保険契約法改正前の判決例においても、このような形での長期拘束の制
限は、間接的に、市場における競争機能の確保に資するということが言
及されている。これは、約款取引や消費者契約の性質上、多数消費者・
顧客の利益に当該契約条件が関わるためであると考えるが、市場競争へ
の影響はあくまで間接的な効果にすぎない。
（ii）では、このような一方契約当事者保護のために、時間的拘束に
限界線を引く諸規定はどのように現実的に機能しているのか。BGB489
条については、そもそも、立法政策的に妥当な規定であるのかについて
疑問が提起されていた。とりわけ、現在、消費者金銭消費貸借契約には
別の規制枠組みが用意されていることを考えると、事業者としての債務
者保護のためにこのような存続期間規制が必要なのかは問題視されてい
る状況にあった。BGB309 条 9 号 a については、事業者間取引に転用で
きるような基本思想を有さないという見解が示され、また、BGB309 条

9 号の適用対象から意識的に外された取引類型に対しては、BGB309 条
9 号が類推適用されることはないという状況である。むしろ、BGB309
条 9 号 a は、裁判では、立法当時考慮されていなかったような特別な事
情が示されない限り、BGB309 条 9 号に抵触しない条項は、BGB307 条
によっても無効とならないというように、逆の推論を導く形で機能して
いることが問題視されていた。学説では、Wolf が詳細に検討していた
ように、BGB309 条 9 号は中立的な禁止条項であって、BGB307 条によ
る規制の場合は、独自の評価が行われるべきという見解が多数を占めて
いる。しかし、一律の上限規制を設けることによって、少なくない紛争
において、その上限までの拘束は原則として許容するといった実務的運
用をもたらす結果となっている。
（2）契約内容を規制する一般条項による長期拘束への介入状況
（a）長期拘束を争う裁判紛争の特徴
すべての長期拘束を巡る紛争が裁判で争われる訳ではない。ドイツに
おいて長期拘束の限界が問われた判決例の事案の特徴として、長期拘束
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の無効や解約可能性が争われ、訴訟となっているケースは、長期の拘束
を課された個人又は個人事業主が、長期拘束からの離脱を希望している
のに対し、給付や役務を提供する側の事業者が、契約における長期存続
期間条項や違約金条項に基づき、履行又は違約金の支払いを求めるとい
う事案が殆どであることを指摘できる。とりわけ、ドイツにおいては、
ビール供給契約における貸付金付与や什器の貸与と結合しての排他的取
引拘束を伴う長期購入契約という事業モデルが、RG の時代より展開さ
れていたこと、また、エネルギーの供給や通信設備などのインフラ整備
において、多額の開発費を投入する事業者が顧客を長期に拘束すること
によって投資の回収を図るという事業モデルを展開してきたことが、
多数のこの種の紛争の発生や裁判所による判例法理の形成という結果に
至っていると考えられる。ここで判決例として確認してきた紛争では、
大企業間取引における紛争や比較的大きな組織を有する企業側が長期拘
束からの解放を求めるという事案は極く稀である。しかも、そのような
事案では、単発的な判決ではあるものの、合意を尊重し、長期拘束が維
持される結論となっていた。このような状況に関しては、Wiedemann/

Schulz によって、BGB138 条 1 項による過剰拘束からの一方当事者の保
護は、自然人たる事業者の職業活動全体に影響を与えているケースが多
く、法人や大企業の場合には、経済活動自由の保護コンセプトはただち
に妥当するものではないと分析されていたところである。そして、個人
の支出レベルでの処分自由の確保という観点は、BGB307 条の適用にお
いて、消費者契約約款の場面を中心に考慮されていた。
（b）一般条項の適用・解釈と長期拘束条件
民法典の典型契約を基礎とする個別取引類型に対して、長期拘束の
有効性を判断するに際し、どのような「観点・要素」
、「カテゴリー」
が類型横断的に確認されるのかについては、判決例のまとめ（第 1 章第

1 節Ⅱ 5）においてすでに確認したところである。そこで、以下では、
BGB138 条 1 項（良俗違反）、BGB307 条 1 項（約款における不当条項規
制の一般条項）別に簡潔な整理を示すこととする。すなわち、BGB138
条 1 項によって、良俗違反の判断をするにあたり、あるいは BGB307 条

1 項によって、約款使用者の相手方に不相当な不利益を与えているかを
判断するにあたり、拘束的な長期にわたる期間の定めに直面した裁判所
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は、どのような観点・要素に着目して、長期拘束条件の有効性について
判断を行い、また、問題解決にあたりどのようなカテゴリーが現実的に
意味をもっていたのだろうか。
（i）BGB138 条 1 項
まず、永久拘束は禁止されるという点に多くの判決例や学説は賛同し
ているが、重大事由による解約告知等が認められる限り、独占や過剰投
資に至らない無限定の拘束は認められる余地があるという指摘もあり、
そのような拘束を認めている判決も少ないながら存在していた。
そして、
原則として、契約は、その長さだけを理由に BGB138 条 1 項にいう良俗
違反とはならず、契約上の拘束的な存続期間は有効であることが出発点
であると考えられている。しかしながら、
「競争を禁ずる」競業避止特
約については、存続期間に関する合意の尊重は妥当していなかった。ま
た、
「競争を制限する」排他的取引拘束を伴う長期拘束においては、
「拘
束することに対する利益供与・相手方の資産に対する先行投資の存在＝
反対給付との均衡」が契約の有効性を維持するにあたり問題とされてい
た。もっとも、ビール供給契約に代表される排他的取引拘束を伴う長期
契約条件は、個人の職業活動の自由に対する制限や資金の必要性に迫ら
れた個人事業主への貸付なども事案の特徴とするものである。したがっ
て、原則として有効な長期拘束を、BGB138 条 1 項によって無効化する
にあたっては、合意における「競争制限的要素」に着目されていると言
えるが、従来の判決では、
「取引必要性等を理由とする交渉力格差の濫用」
や「個人の職業活動自由の過度の制限的な要素」も同時に認定できる事
案が無効化の対象となってきたと言える。判例法理で形成されている一
応の最大基準値などは、存在する法規の基準値と付加的事情の産物であ
ると考えられるが、学説においては、GWB1 条や Vertikal-GV5 条（5 年
基準）への抵触を、BGB138 条 1 項による無効判断において直接的に考
慮することについては、賛否両論がみられるところであった。なお、無
効判断が示された判決をみると、争いが生じた時点までの期間について
は契約関係を有効なものと扱う傾向にあり、経過した契約関係を崩さな
いという姿勢も紛争解決の特徴として伺われるところである。
（c）BGB307 条 1 項
まず、存続期間条項は既存の法規定から逸脱するものではなく、約款
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規制法による内容規制を行い得るか問題となるところ（BGB307 条 3 項

1 文参照）、判例・学説は、BGB309 条 9 号や参照すべき規範的考え方が
存在するとし、条項無効としても契約を維持できることから、BGB307
条 1 項による介入を認める。そして、不当性判断にあたっては、参照
すべき明文の任意規範等がないので、BGB307 条 2 項は持ち出されず、

BGB307 条 1 項による総合考量が行われている。具体的には、「競争を
制限する」排他的取引拘束を伴う長期拘束が約款上の条項として存在す
る場合、BGB138 条 1 項と同様に、先行投資・利益供与といった反対給
付の観点が考慮されているが、BGB138 条 1 項による場合よりは、上限
は短期化される傾向にはある。また、このような長期拘束を巡る判例法
理の流れの中で、裁判所は、エネルギー供給契約や通信設備の賃貸借に
おいて「投資の償還」という観点に着目するが、たとえ他からの回収が
困難な投資が先行する場合でも、将来の予見が困難な消費者に、この観
点から長期拘束を課すことには批判があった。エネルギー供給や通信設
備といったインフラ整備に関わる領域を離れると、むしろ、消費者契約
約款上の長期拘束条項については、2 年を下回るような拘束についても
不当性が争われ、典型契約の性質に応じての判断傾向が伺われるととも
に、将来の給付が無益化するような「消費者側の状況変化の頻繁性」な
どに着目した典型契約横断的な判断傾向もみてとれた。したがって、
「投
資の償還」という観点は、
普遍的に問題とされ得る要素ではあるものの、
当事者の対等性が欠如する場面で、優越する側が投資を行う場合には、
投資回収の保護や長期拘束合意の尊重はそのまま妥当せず、将来の状況
を見通せない劣位者側との利益調整が行われている。その意味では、
「事
業者間取引」、
「消費者契約」というカテゴリーによって、異なる法的取
り扱いがなされる傾向にあるという評価も可能であろう。そして、この
ような場合の利益調整の仕方として、ドイツでは、許容される上限や拘
束の単位を探求するというアプローチが好まれてきたと言えよう。
なお、
BGB307 条による無効の効果としては、期間の定めがなくなったものと
して、紛争が生じて以降の解約告知による解決となることが多いが、期
間の定めがないことになじまない取引では、例外的に補充的契約解釈が
行われている。
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