約款契約法における個別的合意の意義
―約款使用の交渉拒絶表示としての表示価値に着目して―
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問題の所在

約款使用者は，約款を契約内容とする旨を相手方と合意するか又は相手方
に予め示して契約を締結することで，約款を契約内容に組入れることができ
る。約款に定められた個々の条項が有効に契約内容となるためには，さら
に，次のような内容規制に服するとされている。即ち，約款に含まれる個々
の条項のうち，相手方の権利を一方的に制約し又は義務を加重する条項で
あって，相手方の利益を一方的に害する条項は有効とはならない，というも
のである。相手方の権利を一方的に制約し又は義務を加重するか否かは，任
意法規を基準とするとされる。従来，消費者契約法第10条が，約款による契
約と約款によらない契約とを問わず，消費者契約に関してこの枠組みを採用
していたが，民法は，2017年の改正とともに，定型約款の規制のために同様
の枠組みを採用した。
ところで，通説は，約款の個々の条項について相手方当事者との個別の合
意がある場合には，その条項が，内容審査を受けることなく契約内容となる
ことを認めている1。そこで，個別的合意を経由した約款に対する規制の回
避を防ぐために，個別的合意とは何かを明確にすることが必要となる。通説
は，当初，個別的合意に対して当事者間で一定の交渉を経た合意であること
を要求していたが2，民法改正に関する審議の過程においては，むしろ約款
1

松井雅彦「西ドイツ約款規制法における『商議』について」同志社法学30巻号

（1978年）148頁以下，河上正二『約款規制の法理』
（昭和1988年，初版，有斐閣）387
頁，山本豊『不当条項規制と自己責任・契約正義』（1997年，初版，有斐閣）76頁。
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使用者の相手方が任意法規と異なる個々の条項を認識して合意を行っていれ
ば個別的合意が存在するとの理解3が支持されていたように見える。
しかし，条項に対する相手方の認識があれば内容規制を免れることができ
るとすることには疑いがある。約款を使用することの問題性は，一方当事者
がその内容に関する決定権限を独占し，他方当事者に合理性や公平性につい
ての審査の機会を与えないまま契約内容を決定することにあるとされてお
り4，相手方が条項を認識することでこの弊害が解消されるわけではないか
らである。いわゆる不意打ち条項規制については相手方の認識を通じて規制
を免れることは可能であるとしても，内容規制については，これとは異なる
考慮が必要となる。内容規制を民法に定めるという決定の中には，少なくと
も相手方の認識のみによっては当該規制を免れることはできないとの決定も
含まれているように見える。
本稿では，合意に至るまでの交渉態様に着目しつつ，個別的合意を通じて
契約内容規制を排除するための条件を明らかにすることを試みる。交渉を個
別的合意の要件とすることに対しては，交渉の有無を判断することの困難さ
が指摘される。また，事業者間取引では，交渉を行うか否かは約款使用者の
2

松井前掲注⑴同志社法学30巻号148頁以下，河上前掲注⑴387頁，山本豊前掲注⑴76

頁。
3

『法制審議会民法（債権関係）部会第85回会議議事録』45頁（山本発言）。同様の理

解は，裁判所においても採用されたことがある。裁判所は，消費者契約法施行以前に，
建物賃貸借契約において通常損耗の回復費用を賃借人負担とする約款規定の効力が問題
となった事案について，最高裁判所平成17年12月16日判決判時1921号61頁において以下
のように示した。即ち，建物賃貸借における通常損耗による減価の回収は，「通常，減
価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けること」により
行われるため，通常損耗を賃借人に負担させる条項の効力は否定される。しかし，「賃
借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体
的に明記されているか，仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には，賃貸人が口頭に
より説明し，賃借人がその旨を明確に認識し，それを合意の内容としたものと認められ
るなど，その旨の特約が明確に合意されている」場合であれば，その条項は契約内容と
なるという。
4

杉山直治郎「附合契約の觀念に就て」法協42巻号1392頁，号1604頁，河上前掲注

⑴387頁。
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相手方の自己責任に委ねることができるとされ，交渉を個別的合意の要件と
することの合理性も問われている。交渉の有無を判断することの困難さにつ
いては，「契約条件が契約当事者間で個別に商議された結果であるときには，
普通取引規約ではない」
（ドイツ民法第305条第項第文）との明文規定を
有するドイツにおいて，商議要件がどのような基準のもとで判断されてきた
のかを見ることが有益である。また，最近のドイツにおいては，事業者間取
引における商議要件をどこまで緩和できるかとの問題提起とこれに対する批
判が見られることが注目される。当事者間の自由な交渉を期待することがで
きると言われる事業者間契約においても厳格な商議要件を維持する必要があ
るとした場合，その正当性はどこに求められるのであろうか。以下には，こ
うした視点から，個別的合意の意義を検討する。

Ⅱ

我が国の約款契約法における個別的合意

ઃ

個別的合意に関する議論の形成
⑴

約款使用者は，約款による旨を予め示して契約をすることにより，自

ら準備した約款を契約内容に組入れることができる5。個々の取引ごとに契
約条件を準備する契約では契約条項は当事者の協議を経て決定されるのに対
し，約款契約では，当事者の一方が契約条項の決定権限を独占し，相手方当
事者はこれを受け入れるか否かの選択肢しか有しないのが通常である。その
結果，約款契約では，約款使用者が，契約条項の決定権限を濫用し，不公正
な契約条項となる恐れがあることから，濫用を防ぐための規制が必要とな
る。このことは，我が国では，既に大正期より繰り返し指摘されてきたとこ
ろである6。
約款契約の公正さを測る基準としては，任意法規逸脱の合理性の存否の審
5

大審院大正年12月24日判決民録21輯2182頁は，森林火災に関する免責条項を含む普

通保険約款について保険契約者が約款による旨を記載した申込書に任意に調印して火災
保険契約を締結したところ，火災保険契約において免責条項の効力が問題となった事案
で，「一応之ニ依ルノ意思ヲ以テ契約シタルモノト推定スル」とした。
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査が有益であるとされる。例えば，大村須賀男は7，任意法規が「一種の秩
「一般の個別契約の場合には，任
序機能」を有すると述べている8。大村は，
意法規を自由に改変してもその有する秩序機能は害されない」のに対し，
「いわば経済的自治法たる実体を有し，広範囲な顧客にたいし，画一的・継
続的に規整することを目的とする普通取引約款の場合には，自由にその改変
をゆるすことは任意法規の秩序機能を破壊することになる」として，企業の
追求する利益が顧客の犠牲に基づく不正な利益か否かを判断するに際して
「任意法規の秩序
は，任意法規がその基準となることを説いた9。もっとも，
機能のおよばない事項に関するとき」や「実質的な理由が存在するとき」に
はその改変も可能であるとする10。
その後，河上正二が，任意法規を「契約当事者に対し，長い経験から獲得
され，類型的にいつも繰り返される法律関係の中でテストされ，契約の展開
に際しての正しくかつ合目的的な利益調整の指導形象（Leitbild）を意味す
る一つの提案」であると指摘している。河上によれば，
「より個々の具体的
利害に精通した直接の契約当事者同士」が交渉を経てより個々の状況に適合
する規範を合意により形成するのであれば，「私的自治の理念にも合致」す
るが，約款契約の問題性は，
「一方の当事者（顧客）が具体的利害関係を吟
6

大正期にこの点を指摘したものとして，杉山直治郎「附合契約の觀念に就て」（『法源

と解釈』〔1957年，有斐閣〕所収）。初出は杉山「附合契約の觀念に就て」法協42巻
号，号，号，11号，12号（1924年）。杉山は，約款契約を附合契約と性質づけた上
で，濫用を防止するための規制（「社會上法律上諸方面の『監督』の聯繋動作」）が必要
となる旨を説いている（杉山前掲548頁）
。杉山によれば，附合契約とは，
「公衆奉仕的
營利組織の制定に成る，複雑なる不可動的絛項の，開示を要件とする物的恒常提供に對
し，各人が任意に包括承認卽ち附合を爲すに依て包括的合意を來たし，其權力に從屬し
て之を利用するの關係を生ずる，有償，定型，大數，公信用の私法契約態様を謂ふ」と
する（杉山前掲518頁）。
7

大村須賀男「普通取引約款における内容的限界について」神戸法学雑誌14巻号

（1965年）740頁以下，15巻号（1965年）79頁以下。
8

大村前掲注⑺神戸法学雑誌15巻号103頁。

9

大村前掲注⑺神戸法学雑誌15巻号103頁以下。

10

大村前掲注⑺神戸法学雑誌15巻号104頁。
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味したり相手方との交渉を通じて利益調整を行う可能性のないまま，約款使
用者のいわば『私的な提案』を一方的に押しつけられるところ」にある。約
款契約では「約款なかりせば得られたであろう権利関係―それはとりもなお
さず任意法の解釈・適用から導かれる―を基準に，約款内容の合理性を判断
する」べきであり，任意法規範からの約款による逸脱には，それを合理化す
るだけの事由がなければならないという11。
⑵

このように，学説上，事業者が，約款を用いて契約を締結する場合，

任意法規を基準として約款内容の正当性が審査され，任意規範を逸脱する条
項を約款に定めることは不可能ではないとしてもその合理的な理由が説明さ
れる必要があるとされた。しかし，事業者が契約をする場合にも，個別的合
意を経た条項は，この審査を受けないものと理解されている。そのため，事
業者が，約款を用いて契約をし，特定の問題を生じる恐れのある条項につい
てはさらに個別的合意を重ねることで上記の審査を免れようとする場合，容
易に個別的合意の存在を認めてしまうと，審査が空洞化されるとの問題を生
じることになる。そこで，個別的合意はいかなる場合に認められるのかを明
確にする必要がある。
この問題に対する検討は，我が国では，ドイツ約款規制法の分析を通じて
開始された。ドイツにおいては，1976年に普通取引約款法が制定され（1977
年施行），その第条第

項（現ドイツ民法305条項号）に，
「契約当事

者間で個別に商議された」契約条件は，普通取引規約ではなく，約款規制法
による規制を受けないとの規定を置いている。この「個別に商議」の意義に
ついて，ドイツ連邦裁判所は，1976年12月15日の判決12において，個別的合
意の要件として「取引相手方が契約内容に関しても自己の正当な利益を擁護
するための形成の自由を有している」こと，即ち「契約条件の内容形成に影
響を与えることが相手方に可能である」ことが必要であるとし，そのために
11

河上前掲注⑴386頁以下。

12

BGH, Urteil vom 15. Dezember 1976 -Ⅳ ZR 197/75。この判決については後に詳細に採

上げる。
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は，
「個々の契約条件を詳細に説明し，全ての想定される事態に置いて生ず
る法的効果を説明するのみ」では十分ではなく，「約款又は契約書式の使用
者が自己の条項の変更に同意し，取引相手方がこのことを契約交渉の際に認
識していたということが必要である」との判断を示していた。こうした状況
において，我が国では，松井雅彦が，ドイツでは，商議の認定基準が必要以
上に緩和されることで約款規制法が骨抜きとなる恐れがあるとの意識のもと
で，
「商議」に関する研究がなされており，我が国においても，この議論は
参考になるものと指摘し13，個別的合意に関する研究が開始されている。
その後，河上正二が，我が国の約款規制のための解釈論として，個別的合
意の意義について論じている。河上は，当事者間の合意に個別的合意として
の効力が認められるためには，「双方の契約当事者の自己責任的吟味・考
慮・影響可能性の下で契約内容の形成に両当事者が参与」している必要があ
るとする14。そして，そのためには，⑴自己責任による吟味・考慮が行われ
る前提として，顧客が「個々の条項につき，その内容・法的効果・他の条項
との関連等につき，おおよそ認識し，理解している」必要がある15。また，
⑵顧客が「契約条項の内容形成に影響を及ぼし得る」必要があり，そのため
には，
「約款使用者側に条項内容の変更の用意があることを具体的契約締結
の際に顧客に明確に知らされることが必要である」とすることにも合理性が
あるという16。そして，実際に個別的合意が認定されるのは，「現に当該条
項の本質的部分につき修正が施されているか，特定条項の存続とひきかえ
に，相当の値引き又は付加給付などの形で約款使用者側の明白な譲歩がある
場合に限られてくるように思われる」とする17。
さらに，河上は，個別的合意の存否が特に問題となる場合として，つの
場合を取り上げる。即ち，⑴品質保証の存否により料金の異なる選択肢の提
13

松井前掲注⑴148頁以下。

14

河上前掲注⑴148頁。

15

河上前掲注⑴149頁。

16

河上前掲注⑴149頁。

17

河上前掲注⑴149頁。
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案については，通常の消費者は「そこに対価的に妥当な相関関係が存在して
いるか否かを判断するだけの資料や情報」を持ち合わせておらず，企業が保
証付き商品の料金を上乗せすることで犠牲を払うことなく約款規制を免れる
ことが可能となるという問題があり，
「少なくとも消費者取引においては，
選択的料金制度によって選択された条項が，個別的合意と評価されるべきで
はない」という18。また，⑵約款使用者の説明に基づいて顧客が条項内容に
積極的に同意を与えた場合については，約款の契約への組入れのための合意
との区別は困難であり，「積極的同意があったからといって不変更のままの
約款条項を敢えて個別的合意であるという必要はない」とする19。⑶約款使
用者からの誠実な変更可能性の告知にも拘らず，顧客がその可能性を無視し
た場合にも，「より有利な条項へと変更する可能性を熟知しながら，敢えて
不利な条項のままで同意を与えたこと自体，顧客の知的・経済的劣位と変更
能力を欠如を推定させる」と述べている20。
このように，我が国では，ドイツの約款規制法に対する分析に基づき，個
別的合意は約款の内容規制を排除するとの理解が導入された。そして，個別
的合意が約款の内容規制を排除するための条件として，顧客の条項内容に対
する影響可能性が要求されている21。この問題について，その後，伊藤雄司
が以下のように考察している22。伊藤は，2017年の改正民法成立以前に発表
した論文において，顧客に約款条項の認識さえあれば内容規制を行わないと
18

河上前掲注⑴150頁。

19

河上前掲注⑴150頁以下。

20

河上前掲注⑴151頁。

21

こうした理解は，その後，山本豊により補完されている。山本前掲注⑴76頁参照。山

本は，「①企業に条項変更の用意があり，消費者がそのことを認識し，さらに，消費者
に現実的変更能力があると認められる場合，②契約の目的物が標準的社会生活を営むた
めに必要なものでない場合，③条件競争がなされており，よって生ずる市場チャンスの
利用を消費者に期待できる場合」には，約款の条項は内容審査を受けずに契約内容に組
入れられる可能性があるとする。企業間取引においても，これらの要素は考慮されるべ
きであるとしている。
22

伊藤雄司「約款と個別合意―約款の内容規制の法的根拠をめぐって―」（『商事法の新

しい礎石―落合誠一先生古稀記念』〔2014年，有斐閣〕所収）465頁以下参照。
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する立場を示していた改正民法の中間試案について，「批判的に検討する余
地は十分にある」としていた23。しかし，約款使用者が契約内容形成の自由
を一方的に行使する点に約款の問題性を見出すドイツの連邦裁判所の立場に
ついても，「なぜ契約内容形成の自由の一方的行使が問題であるかについて，
必ずしも十分な説明がなされているとは言えない」という24。伊藤は，仮に
この連邦裁判所の立場を受け入れて，顧客が契約内容形成の自由を行使した
と評価される場合に約款規制を排除するとしても，「顧客の側で，条項の内
容や射程について十分な認識を得ていると評価できる状態を前提として，一
定の場合には契約内容形成の自由の行使があったとするという方向性は考え
られる」と指摘している25。


消費者契約法の不当条項規制における個別的合意の機能
⑴

内容規制を当事者間の個別的合意を通じて排除することができるかと

の問題は，消費者契約法の制定過程においても論じられている。消費者契約
法は，国民生活審議会における数次にわたる審議を経て，平成12年に成立に
至った法律（平成13年月日施行）であり，契約条項規制に関する数か条
の規定を有している。消費者契約法は，当初，契約条項規制に関しては，以
下のような条項を有していた。即ち，第条に，⑴事業者の債務不履行責任
（第項第号，第

号）
，⑵不法行為責任（第項第号，第号）
，⑶瑕

疵担保責任（第項第号）を免除する条項を無効とする規定を置き，ま
た，第条は，⑴消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定
め（第号）
，⑵消費者契約に基づく金銭債務の支払いの遅延の場合の損害
賠償額の予定又は違約金の定め（第 号）についてそれぞれ制限規定を設け
ている。さらに，第10条は，「民法，商法その他の法律の公の秩序に関しな
い規定の適用による場合に比し，消費者の権利を制限し，又は消費者の義務
23

伊藤前掲注497頁。

24

伊藤前掲注497頁。

25

伊藤前掲注498頁。
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を加重する消費者契約の条項であって，民法第条第

項に規定する基本原

則に反して消費者の利益を一方的に害するものは，無効とする」と定めてい
た。
その後，消費者契約法は，数度の改正を受けている。不当条項規制に関す
る改正が行われたのは，平成28年改正26であり，当初の規定の修正が行われ
るとともに27，事業者の債務不履行又は瑕疵担保責任に基づく消費者の解除
権を放棄させ，又は事業者が解除権の有無を決定することができるとする条
項も無効となるとする規定が新設された（第条の

新設)28。

消費者の個別の同意は内容規制を排除するのかとの問題に関する消費者契
約法制定過程の議論状況を見ることにしよう。国民生活審議会における審議
の中で，消費者契約法の具体的内容に関する検討を行ったのは，特に第16次
及び第17次である。消費者契約法で「検討されるべき」内容を示した第16次
「事業者が，契約内容を形成する過程で不利な立場
審議会の部会報告29は，
にある消費者の利益について適切に配慮する義務を負うことは，信義則（民
法第条第

項）の要請するところ」であり30，「事業者の定める契約条項

26

平成28年法律第61号，平成28年月日公布，平成29年月日施行。

27

改正の内容を簡単に纏めるとすると，第条は，当初，不法行為に基づく損害賠償責

任の免責規定は，条文上，不法行為に基づく損害賠償に関する「民法の規定による」責
任を免除する条項を規制していたのであるが，平成28年改正により，民法上の不法行為
に基づく損害賠償責任と否とを問わずこれを免責する規定は規制対象となることが明ら
かとされた。また，第10条については，平成28年改正により，①「消費者の不作為を
もって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみ
なす条項」も信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項が無効となる
ことが明記されるとともに，②従来，「民法，商法（明治三十二年法律第四十八号）そ
の他の法律」の任意規定と比較して消費者に不利益な規定が規制対象となっていたの
が，改正により，全ての「法令」中の任意規定が対象となることが明らかにされた。
28

消費者契約法は平成30年にも改正されている（平成30年法律第54号，平成30年月15

日公布，平成31年月15日施行予定）。平成30年改正では，第条号から号の全て
の免責規定規制について，
「当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条
項」も規制対象となることが明らかとされた。その他，平成30年改正とともに，消費者
が後見開始，保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由として事業者に解除
権を付与する条項も無効となるとする規定の新設が予定されている（第条の新設）。
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が，消費者取引の信義則に照らして，消費者に不当に不利益なものであると
判断される場合には，その効力は否定されるべき」であるとする31。
第16次においては，
「不当条項の評価の対象外となる事項」についての検
討がなされ，①「契約の主要な目的及び商品又は役務の価格若しくは対価と
その反対給付である商品又は役務との均衡性については，不当条項の評価の
対象外」とされるのに対し，②消費者が提案した内容や十分な交渉の下で合
意形成がなされた場合については，不当条項評価の対象外とすべきではない
とされた32。その理由について，報告は，以下のように説明している。即
ち，
「契約条項が実際に消費者の側から積極的に提案された内容であったり，
十分な交渉の下で納得の上で合意された場合には，不当条項の評価の対象外
とすべきであるという指摘もある。しかし，このような場合には，実質的交
渉の有無の判断や証明は現実的には極めて困難であり，また，不当条項を無
効とする規定は個人の意思によって左右することを許さない強行規定として
の性格を有することにかんがみれば，個別の交渉があれば排除できる規定は
不適切であると考えられる。なお，仮に消費者が積極的に提案した契約条項
について消費者自らがその不当を主張したとしても，その主張自体が信義則
違反や権利の濫用（民法第条第項）にあたるとされることもあろう」と
いう33。
この第16次部会報告を踏まえて，消費者契約法に盛り込まれるべき内容を
「そ
取り纏めた第17次は34，無効とすべき不当条項のリストを挙げた上で35，
29

第16次の中間報告をまとめたものが経済企画庁国民生活局消費者行政第一課編『消費

者契約法（仮称）の具体的内容について』
（大蔵省印刷局，平成10年）であり，最終報
告を纏めたものが，同『消費者契約法（仮称）の制定に向けて−国民生活審議会消費者
政策部会報告−』（大蔵省印刷局，平成11年）である。
30

『消費者契約法（仮称）の制定に向けて』（第16次国民生活審議会報告）37頁。

31

『消費者契約法（仮称）の制定に向けて』（第16次国民生活審議会報告）37頁。

32

『消費者契約法（仮称）の制定に向けて』（第16次国民生活審議会報告）41頁。

33

『消費者契約法（仮称）の制定に向けて』（第16次国民生活審議会報告）41頁。

34

第17次国民生活審議会消費者政策部会消費者契約法検討委員会「消費者契約法（仮

称）の具体的内容について」（落合誠一『消費者契約法』〔有斐閣，2001年初版〕所収）。
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の他，正当な理由なく，民法，商法その他の法令中の公序に関しない規定の
適用による場合よりも，消費者の権利を制限することによって又は消費者に
義務を課することによって，消費者の正当な利益を著しく害する条項」も無
効となることを示している36。第17次部会報告は，いかなる条項が不当条項
評価の対象外となるかという形式での問題提起は行っていないが，無効とす
べき不当条項のリストは，
「契約の主要な目的及び価格以外の条項について，
トラブルの実態等を踏まえ，およそ消費者契約において効力を認めることが
適当でないものを明確な要件によって定型的に定めるもの」と説明されてお
り37，第16次で示された，対価とその反対給付である商品又は役務との均衡
性については不当条項の評価の対象とはならないが，消費者が提案した内容
が条項に組込まれた場合や十分な交渉の下で合意形成がなされた条項につい
ても不当条項評価の対象となるとする理解を前提とするもののように見え
る。
35

第17次国民生活審議会「消費者契約法（仮称）の具体的内容について―」204頁以下。

①事業者，その代表者，代理人又は使用人その他の従業者（以下，本稿では，
「事業者
等」と表記する）の過失債務不履行により消費者に生じた損害の賠償に関する事業者の
責任を免除する条項，②事業者等の故意又は重過失による債務不履行により消費者に生
じた損害の賠償に関する事業者の責任を制限する条項，③事業者等の過失不法行為によ
り消費者に生じた損害の賠償に関する事業者の責任を免除する条項，④事業者等の故意
又は重過失による不法行為により消費者に生じた損害の賠償に関する事業者の責任を制
限する条項，⑤有償の消費者契約において，契約目的物の隠れた瑕疵により消費者に生
じた損害の賠償に関する事業者の責任を免除する条項，⑥事業者が所有する土地の工作
物の設置又は保存に瑕疵があることにより消費者に生じた損害の賠償に関する事業者の
責任を免除する条項，⑦契約の解除に伴う消費者の損害賠償額を予定し，又は違約金を
定める場合に，これらを合算した額が事業者に通常生ずべき損害を超えることとなる条
項，⑧（金銭消費貸借契約以外の契約について）消費者が対価の全部又は一部の支払い
義務を履行しない場合（契約が解除された場合を除く）の損害賠償額を予定し，又は違
約金を定める場合にこれらの額を合算した額が，契約についての対価に相当する額から
既に支払われた額を控除した額にこれに対する年14.6％による遅延損害金を超えること
となる条項。
36

「消費者契約法（仮称）の具体的内容について―」（第17次国民生活審議会報告，落

合前掲注所収）205頁。
37

「消費者契約法（仮称）の具体的内容について―」（第17次国民生活審議会報告，落

合前掲注所収）205頁。
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⑵

以上のように，消費者契約法の制定過程においても，消費者の個別的

同意により消費者契約法の契約条項規制を排除することはできるかとの問題
が議論され，消費者契約法は，その成立過程における議論からすれば，消費
者の個別的同意があると否とを問わず，消費者契約は不当条項規制に服する
との立場を示すものと言える。消費者契約法第条，第条，第10条が何れ
も「消費者契約の条項」を規制の対象としていることには，その決定が含ま
れている。この点については，落合誠一が，
「消費者契約中の不当条項の適
正化については，約款に限定した立法を考えるべきであるとの見解と約款に
限定せず広く契約条項を対象とすべきであるとの見解が対立したが，立法の
検討過程の早い段階から後者の見解が採用された。消費者が不当に不利益に
扱われる場合の救済の必要性は，なにも約款による場合に限定されないから
である」と述べている38。
しかし，消費者契約法制定後に現れた判例の中には，消費者契約法の条項
規制を消費者との個別的合意により排除する余地を残すかのように読めるも
のが見られる。消費者契約法条，条の個別リストについては消費者との
個別的合意に基づいて規制を排除したものは見られないが，第10条に関して
現れた，最高裁判所平成23年月12日判決判時2128号43頁がそれである。同
判決の基礎となった事案は次のようなものである。原告は，被告との間で，
被告所有建物につき賃料月額17万5000円で借受ける旨の賃貸借契約を締結
し，保証金100万円を差し入れた。契約書には，いわゆる敷引き特約として，
本件契約終了後，賃借人が建物の返還他本件契約に基づいて賃貸人に対して
負担する債務を完済したときには，賃貸人は保証金100万円から敷引き分60
万円を差引いた残額を返還する旨が規定されていた。契約期間終了後，原告
が被告に保証金の返還を求めたところ，賃貸人は，保証金から敷引き分と，
38

落合誠一『消費者契約法』（有斐閣，2001年，初版）114頁。これに対して，消費者契

約法との関係でも，個別的交渉を経て合意された条項については不当条項規制の対象と
すべきではないとするものとして，山本敬三「消費者契約立法と不当条項規制−第一七
次国民生活審議会消費者政策部会報告の検討」NBL686号（2000年）28頁以下。
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さらに原状回復費等を差引き，19万円余りを返還した。そこで，原告は，敷
引き特約が消費者契約法10条により無効となることを主張し，未だ返還を受
けていない80万円余りの支払いを求めて訴えを提起した。第一審及び控訴審
において，本件敷引き特約の消費者契約法10条による無効が認められ，原告
の請求が一部認容されたため，被告が上告を申立てた。
最高裁判所は，原判決を変更し，請求の大部分を棄却した。即ち，「賃貸
人は，通常，賃料のほか種々の名目で授受される金員を含め，これらを総合
的に考慮して契約条件を定め，また，賃借人も，賃料のほかに賃借人が支払
うべき一時金の額や，その全部ないし一部が建物の明渡し後も返還されない
旨の契約条件が契約書に明記されていれば，賃貸借契約の締結に当たって，
当該契約によって自らが負うこととなる金銭的な負担を明確に認識した上，
複数の賃貸物件の契約条件を比較検討して，自らにとってより有利な物件を
選択することができるものと考えられる。そうすると，賃貸人が契約条件の
一つとしていわゆる敷引特約を定め，賃借人がこれを明確に認識した上で賃
貸借契約の締結に至ったのであれば，それは賃貸人，賃借人双方の経済的合
理性を有する行為と評価すべきものであるから，消費者契約である居住用建
物の賃貸借契約に付された敷引特約は，敷引金の額が賃料の額等に照らし高
額に過ぎるなどの事情があれば格別，そうでない限り，これが信義則に反し
て消費者である賃借人の利益を一方的に害するものということはできない」
とする。
このように，平成23年月判決は，
「賃貸人が契約条件の一つとしていわ
ゆる敷引特約を定め，賃借人がこれを明確に認識した上で賃貸借契約の締結
に至ったのであれば，それは賃貸人，賃借人双方の経済的合理性を有する行
為と評価すべきものである」ことを理由の一つとして，敷引き特約が「信義
則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものということはで
きない」と帰結している。しかし，この説明は，消費者契約法において消費
者の同意は条項の不当性を排除しないことを明確にしたはずの消費者契約法
の立場とは矛盾している可能性があるのではないだろうか。この平成23年
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月12日判決が引用する最高裁判所平成23年月24日判決民集65巻

号903頁

は，同じく敷引特約の消費者契約法10条による無効が問題となった事案で，
通常損耗等の補修費用につき，「上記補修費用に充てるために賃貸人が取得
する金員を具体的な一定の額とすることは，通常損耗等の補修の要否やその
費用の額をめぐる紛争を防止するといった観点から，あながち不合理なもの
とはいえず，敷引特約が信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するもの
であると直ちにいうことはできない。」とする。この月判決は，条項の客
観的な性質から敷引き特約の相当性を導いており，事業者と消費者間の合意
を条項の合理性を導く根拠の一つとすることはしていないのである。
અ

民法の定型約款に関する不当条項規制における個別的合意の機能
⑴

民法は，平成29年の改正により，定型約款に関する規定を有すること

となった。同改正によれば，定型約款の使用者は，⑴当事者が「定型約款を
契約の内容とする旨の合意」
（民法第548条の 第項第号）をするか，又
は⑵約款を準備した者が「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を
相手方に表示」していることにより（民法第548条の

第項第

号）約款

の個々の条項につき合意があったものとして契約内容に組入れることができ
る。但し，こうして契約内容に組入れられた条項についても，「同項の条項
のうち，相手方の権利を制限し，又は相手方の義務を加重する条項であっ
て，その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第
一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認
められるものについては，合意をしなかったものとみなす。
」（第548条の
第

項）とされている。定型約款使用者と相手方との個別的合意はいかなる

要件の下で定型約款に対する内容規制を排除するかとのとの問題は，改正に
至る審議の過程においても論じられている。
⑵

法制審議会民法（債権関係）部会における審議は，周知の通り，改正

の対象とすべき論点の整理を行う第一段階，各論点に関する議論に基づき中
間試案を取纏めるまでの第二段階，改正要綱案の取り纏めを行った第三段階
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に区分される。民法（債権関係）部会は，第一段階における審議の成果を取
り纏めたものを，「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」
（平
成23年月12日決定）において報告している。
「中間的な論点整理」は，
「約
款は一方当事者が作成し，他方当事者が契約内容の形成に関与しないもので
あること，消費者契約においては消費者が情報量や交渉力等において劣位に
あることから，これらの契約においては契約内容の合理性を保障するメカニ
ズムが働かないとして，これらを不当条項規制の対象とするという考え方」
を示しつつ，不当条項規制の対象から除外すべき契約条項について以下のよ
うな問題提起を行った。

不当条項規制の対象から除外すべき契約条項
例えば，個別に交渉された条項又は個別に合意された条項を不当条項規制
の対象から除外すべきであるとの考え方がある。このような考え方の当否に
ついて，どのような場合に個別交渉があったと言えるか，一定の契約類型
（例えば，消費者契約）に含まれる条項は個別交渉又は個別合意があっても
不当条項規制の対象から除外されないという例外を設ける必要がないかなど
に留意しながら，更に検討してはどうか。

中間的な論点整理に至るまでの審議状況についてみると，部会では，個別
的交渉を経た条項につき不当条項規制を排除することの是非について，ま
ず，①条項の内容が不当であるにもかかわらず個別の交渉を経て採用された
ことを理由に不当条項規制を除外することの不合理性（西川)39や，②当事
者間で情報量や交渉力に格差があることを理由に（岡田，岡本)40，個別交
渉を不当条項規制の除外事由とすることに対する懸念が示された。これに対
して，③個別交渉された条項を不当条項規制の対象外としたとしても公序良
39

『法制審議会民法（債権関係）部会第11回会議議事録』28頁（西川発言）。

40

『法制審議会民法（債権関係）部会第11回会議議事録』29頁（岡田発言），30頁（岡

本発言）。
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俗・暴利行為（民法90条）による制約は受けるため，不当ではないという指
摘（潮見)41や，④個別に実質的な交渉を経て採用された条項は，通常の契
約と同じであり，一般原則よりも無効とすべき範囲を広げる理由はないとの
反論（山本）が示された42。
第段階の審議は，基本的には，
「個別的に交渉」を経て採用された条項
について不当条項規制を除外することの是非を問題とするものであったが，
既に，第一段階において，
「個別に交渉された条項」ではなく，
「個別に合意
された条項」を規制対象から除外すべきではないかとの指摘が行われていた
ことが注目される。即ち，山本敬三は，実質的な交渉の有無という基準を立
てた場合の曖昧さを解消するために，
「約款中に含まれる条項であっても，
それについて当事者間で特に合意されたものについては，約款に関する規定
を適用しない」と定めてはどうかという提案を行っている。山本は，「当事
者が実際に個別の合意をしたときは，それは一般原則によるべきであって，
もはや約款に対する特別な規制を適用する理由はない」と指摘している43。
⑶ 部会は，第

段階において，中間試案を取り纏め，
「民法（債権関係）

の改正に関する中間試案」
（平成25年

月26日決定）として公表した。部会

が公表した中間試案の内容は，以下の通りである。

第30


約款
約款の定義
約款とは，多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される

契約条項の総体であって，これらの契約の内容を画一的に定めることを目的
として使用するものをいうものとする。
約款の組入れ要件の内容
41

『法制審議会民法（債権関係）部会第11回会議議事録』29頁（潮見発言）。

42

『法制審議会民法（債権関係）部会第11回会議議事録』32頁（山本発言）。

43

『法制審議会民法（債権関係）部会第11回会議議事録』32頁（山本発言）。なお，山

本は，第23回会議（平成23年

月日開催）においても同趣旨の発言を行っている。

『法制審議会民法（債権関係）部会第23回会議議事録』
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契約の当事者がその契約に約款を用いることを合意し，かつ，その約款を
準備した者（以下「約款使用者」という）によって，契約締結時までに，相
手方が合理的な行動を採れば約款の内容を知ることができる機会が確保され
ている場合には，約款は，その契約の内容となるものとする。
，


省略

不当条項規制
前期

によって契約の内容となった契約条項は，当該条項が存在しない場

合に比し，約款使用者の相手方の権利を制限し，又は相手方の義務を加重す
るものであって，その制限又は加重の内容，契約内容の全体，契約締結の状
況その他一切の事情を顧慮して相手方に重大な不利益を与える場合には，無
効とするものとする。

中間試案は，約款を「契約の内容を画一的に定めることを目的として使用
するもの」と定義しており，当初から交渉を予定して作成した条項群を約款
の定義から除外している。そのため，当初，「契約の内容を画一的に定める
ことを目的として使用するもの」として作成されたが，後に個々の条項につ
いて交渉がなされた条項についてのみ，個別的合意（又は個別的交渉）は規
制を排除し得るかとの問題を生じることになる。この点につき，中間試案に
付された概要は，以下のように説明する。即ち，「ある契約条項の総体が前
記にいう約款に当てはまる場合であっても，それに含まれる条項のうち当
事者が個別に合意したものについては，合意の過程において一定の合理性を
確保されているものと考えられるため，本文の規律の対象とならない」。本
文が，「前記

の規定によって契約内容となった契約条項は」としているの

は，「個別の合意がある条項を本文の適用対象から除外し，あくまで約款の
組入れ要件規定を通じて契約内容となった条項に適用対象を限定しようとす
るものである」とする44。
この第二段階の審議においては，当初，
「約款に含まれている契約条項で
44

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明」387頁。
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あっても個別に交渉されたもの（個別に合意されたもの）は不当条項規制の
対象としない旨の規定を設けるものとしてはどうか」さらに，「約款使用者
の相手方が事業者である場合には，現に個別交渉が行われなくても，その可
能性があれば不当条項規制の対象としない旨の規定」を設けてはどうかとの
問題提起がなされており45，不当条項基準の排除基準としては個別の交渉が
着目されていた。しかしこれに対して，山本敬三が，以下のように，修正を
含む意見を示した。即ち，約款が契約内容に組入れられる場合，「飽くまで
も包括的に，当該契約に関する細目についてはこの約款によるということが
合意されているだけであって，内容についての合意があるとは言え」ず，約
款特有の内容規制を認める必要があるとするのが従来の約款規制についての
考え方であり，「交渉力の不均衡」や「その他の実質的な政策的理由に基づ
く規制」が直ちに生じているわけではない。そこで，「交渉の問題というよ
りは，個別の合意がなされたという認定がされれば，約款特有の規制が外れ
ると整理すれば，かなりすっきりするのではないか」，「規制が外れる要件
は，約款特有の規制を行う理由がなくなると意味で，合意が行われたと認定
できる場合だとすれば足りる」
，という46。
以上のように，第一段階では，
「実質的な交渉の有無」という要件の曖昧
さを避けるために「個別の合意」を要件とすることが提案されていたに留
まっていたが，第二段階において，
「個別の合意」の内容を個々の条項に対
する認識に求める理解が明確にされ，これがこの問題に対する中間試案の方
向性を決定することとなった47。この第二段階で示された「個別の合意」の
概念は，約款規制の根拠を個別条項に対する相手方の認識の欠如に求める理
45

『民法（債権関係）の改正に関する論点の検討⒁』42頁以下。

46

『法制審議会民法（債権関係）部会第50回会議議事録』58頁。

47

審議過程では，鹿野が「個別交渉を経たもの」を不当条項規制の対象外とすることを

支持し（
『法制審議会民法（債権関係）部会第50回会議議事録』59頁），これに対して，
三上が，実務では交渉過程を記録に残すことはしないため，「個別に交渉された」条項
か否かを不当条項規制の適用から除外するための要件とするのは現実的ではないとする
批判を示した（『法制審議会民法（債権関係）部会第50回会議議事録』62頁）。
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解と結びついて説かれたものと言える。
⑷

続いて，民法（債権関係）部会が，第三段階における審議に基づいて

公表した，「民法（債権関係）の改正に関する要綱案」
（平成27年

月10日決

定）について見ることにしよう。要綱案は，個別的合意について以下のよう
な提案を行っている。
28

定型約款



定型約款の定義
定型約款の定義について，次のような規律を設けるものとする。
定型約款とは，定型取引（ある特定の者が不特定多数の者を相手方として
行う取引であって，その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方
にとって合理的なものをいう。以下同じ。）において，契約の内容とすること
を目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。
定型約款についてのみなし合意
定型約款についてのみなし合意について，次のような規律を設けるものと
する。
⑴

定型取引を行うことの合意（において「定型取引合意」という。）をし
た者は，次に掲げる場合には，定型約款の個別の条項についても合意をし
たものとみなす。
ア

定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

イ

定型約款を準備した者（以下「定型約款準備者」という。
）があらかじ
めその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

⑵

⑴の規定にかかわらず，⑴の条項のうち，相手方の権利を制限し，又は
相手方の義務を加重する条項であって，その定型取引の態様及びその実情
並びに取引上の社会通念に照らして民法第条第

項に規定する基本原則

に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては，合
意をしなかったものとみなす。
，

省略
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要綱案は，定型約款に関する要綱の

⑵において，
「⑴の条項のうち」と

規定している。この文言は，中間試案におけるのと同様，定型約款を契約内
容とする旨の合意（
めの表示（

⑴ア）
，又は約款使用者から相手方に対するあらかじ

⑴イ）により契約内容に組入れた条項を不当条項規制の対象と

し，個別的合意を経た条項を不当条項規制の対象外とすることを示したもの
と理解し得る。
第三段階の審議においては，当初，この個別的合意を経た条項を除外する
ことを意味する文言を含まない提案が行われていた48。その趣旨につき，村
松秀樹（関係官）より，
「相手方がどの程度理解していたかによって約款の
変更ルールが掛かったり，掛からなかったりということは必ずしも適切では
ないのではないか」との説明があった49。しかし，この点について，山本敬
三が，不当条項規制につき，
「定型条項であるから」ではなく，
「包括的に契
約内容に取り込まれるがゆえ」の特別な内容規制であり，個別に合意がされ
るときには通常の契約と同様に民法90条によるべきであるとし，「の規律
に関してはで契約内容になったものという限定，つまり中間試案で示され
た限定を付けておくべきではないか」との提案を行った50。この提案を受け
て，要綱案は，上記のように個別的合意を経た条項を不当条項規制の対象か
ら除外する文言を含むものとなったと考えられる。
આ

小括
以上のように，我が国では，ドイツの約款規制法に対する分析に基づき，

48

『民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討⑾』13頁では，

「定型条項の契約条項は，当該契約条項が相手方の権利を制限し，又は相手方の義務を
加重するものであって，民法第条第

項に規定する基本原則に反して相手方に過大な

不利益を与える場合には，無効とする。この場合において，無効かどうかを判断するに
当たっては，当該契約の内容の全部（定型条項以外の部分を含む。），契約の締結の態様
その他一切の事情を考慮するものとする。」とされており，定型条項の契約条項の全て
が不当条項規制に服することが想定されていたように読める。
49

『法制審議会民法（債権関係）部会第85回会議議事録』40頁（村松発言）。

50

『法制審議会民法（債権関係）部会第85回会議議事録』45頁（山本発言）。
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当初，当事者間の個別的合意は約款の不当条項規制を排除するが，そのため
の条件として，顧客の条項内容に対する影響可能性が必要であるとの理解が
示されていたように見える。そうした理解の背景には，「一方の当事者（顧
客）が具体的利害関係を吟味したり相手方との交渉を通じて利益調整を行う
可能性のないまま，約款使用者のいわば『私的な提案』を一方的に押しつけ
られるところ」に約款の問題性があるという見方が存在していたと言え
る51。
その後，制定された消費者契約法は，
「消費者契約の条項」
（消費者契約法
条，条，10条）を不当条項規制の対象とすることにより，およそ消費者
契約においては当事者間の交渉や個別的合意があったとしても，不当条項規
制を免れることはできないとの立場を採用したものと理解し得る。もっと
も，消費者契約法成立後に，消費者契約法条，条はともかく，10条との
関係で，当事者間の合意により規制を免れる余地を切り開く余地を残したよ
うにも読める判決（最高裁判所平成23年月12日判決判時2128号43頁）が出
たことは既に見た通りである。
これに対して，民法改正の審議過程においては，相手方の認識があれば個
別的合意は存在するとの理解が示された。審議会においても，当初は，「個
別的に交渉」されて採用された条項について不当条項規制を除外することの
是非が問題とされていたのであるが，第一段階において，「個別に交渉され
た条項」ではなく，「個別に合意された条項」を規制対象から除外すべきで
はないかとの指摘がなされた。さらに，第二段階において，約款規制の根拠
を個別条項に対する相手方の認識の欠如に求める理解と結びつきつつ，再
び，不当条項規制の適用除外を「個別に合意された条項」に着目して定式化
すべきことが再度説かれることで，改正の方向性が決定付けられている。
ところで，個別的合意の意義を検討するに際しては，その合意が排除する
規制が内容規制なのか，不意打ち的条項規制なのかを明確にする必要があ

51

河上前掲注⑴386頁以下。
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る。条項規制が不意打ち条項規制とは区別された意味での内容規制としての
性質を保つためには，少なくとも相手方の認識によって免れることのできな
い規制であることが必要となるとも思われるからである。この点に関連する
二つの重要な検討が審議の最終段階において行われている。何れも，第548
条の

第

項の性質にかかわるものである。

一つは，別の条項が充てられていた内容規制と不意打ち条項規制を一つの
条項に纏めることを内容とする提案であり52，要綱仮案の取り纏め直前に現
れた。これからすれば，民法548条の

第

項には内容規制と不意打ち条項

規制の双方が含まれことになる。しかし，この一本化は，同規定から内容規
制としての性質を奪うものではない。
他の一つは，民法の不当条項規制と消費者契約法の不当条項規定の異同に
関する検討である。審議会では，548条の

第

項が取引の「実情」や「取

引上の社会通念」を判断要素に含めている点について，「当該条項そのもの
では相手方にとって不利であっても，取引全体を見ればその不利益を補うよ
うな定めがあるのであれば全体としては信義則に違反しない」という評価を
可能としたと説明され，「消費者契約法第10条とは，趣旨を異にすることが
明らかになっている」とされた53。しかし，審査基準は異なっていても，条
項が相手方に対して生じさせる「不利益」の信義則違反を問題としているこ
とには変わりなく，この説明も，第548条の

第

項から内容規制としての

性質を奪うものとはならない。
改正法自体は，不当条項規制の対象につき「同項の条項のうち」
（改正民
法第548条の

第

項）と定めるのみであり，相手方が認識することで，
「同

項の条項」，つまり第項の約款の組入れ要件に従って組入れられた条項と
しての資格を失うか否かは解釈の余地を残している。そこで，以下には，個
別的合意が不当条項規制を排除するための要件について，ドイツの約款規制
52

『民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案（案）補充説明』（部会資料83-2）39頁。

53

『民法（債権関係）の改正に関する要綱案の原案（その

86-2）頁。
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法における個別的合意に関する議論状況も参照しつつ，さらに検討を加える
ことにしたい。改正民法は，不当条項規制の対象を定型約款に限定し，後に
交渉を行うことが予定されている約款を規制の対象から除外している。これ
は見方を変えれば，約款使用者が交渉を拒絶する意思を表明していると評価
し得る約款のみを規制の対象としたということでもあり，約款使用者が約款
使用とともに交渉を拒絶する意思を表明している場合に，果たして，相手方
の認識のみで個別的合意の正当性を基礎付けることができるのかという問題
を生じるように見える。
我が国において，個別的な交渉の有無を個別的合意の要件とすることが回
避された要因の一つは，交渉の有無の判断が極めて困難であると考えられた
ことにある。消費者契約法の制定過程では，「実質的交渉の有無の判断や証
明は現実的には極めて困難」であるとの認識に基づき，交渉の有無にかかわ
らず不当条項規制を排除することはできないとの立場が決定づけられた54。
これに対して，民法改正の過程では，「実質的な交渉の有無という基準」の
曖昧さを解消する一つの選択肢として，
「個別に交渉された条項」に代えて，
「個別に合意された条項」を不当条項規制の除外要件とすることが説かれた
のである55。しかし，この点については，ドイツ民法第305条第項第文
（旧約款規制法第条第

項）が，
「契約条件が契約当事者間で個別に商議

された場合には，普通取引約款ではない」との規定を有していることが注目
される。ドイツでは，既に紹介されている通り，個別の商議の存在が約款の
適用除外の要件とされている。この商議要件の適用が問題となった判例の分
析は交渉要件の曖昧さを解消するもう一つの方法として有益であると考えら
れる。

54

『消費者契約法（仮称）の制定に向けて』（第16次国民生活審議会報告）41頁。

55

『法制審議会民法（債権関係）部会第11回会議議事録』32頁（山本発言）。
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Ⅲ

ドイツの約款契約法における個別的合意

ઃ

約款規制と個別的合意
⑴

ドイツ民法305条項文（旧約款規制法条

項）

ドイツ民法は第305条から第310条に約款に関する規定を置いている。これ
らの規定は，1976年に成立した普通取引約款法を2002年の債務法改正の際に
民法典に編入したものである。ドイツ民法は，第305条第項第文及び第
文において約款の定義を定め，第文において個別的合意が条項の約款と
しての性質を排除する旨を定めている。普通取引約款の一部として性質づけ
られた契約条件に対しては様々なコントロール（ 305-310 BGB）が行われ
るが，個別的な商議を経た合意は，その商議された条項に対するこれらのコ
ントロールの適用を排除する。ドイツ民法典第305条第項は，以下のよう
な規定である。

ドイツ民法典第305条（普通取引約款の契約への組入れ）
第項

普通取引約款とは，多数の契約のために予め様式化され，一方契約当

事者（約款使用者）が相手方契約当事者に契約締結の際に設定する全ての契
約条件である。規定が，外形上，契約書と分離されているか，契約書自体に
取込まれているか，いかなる範囲に及ぶか，いかなる種類の書体で記載され
ているか，及び契約がいかなる形式をとっているかは，重要ではない。契約
条件が契約当事者間で個別に商議された場合には，普通取引約款ではない。

第305条第文及び第

文は普通取引約款法第条第項，第文は普通

取引約款法第条第 項の規定をそれぞれ字句の変更なく引継いだものであ
る。第文は，「個別に商議された場合」と定めるのみで，商議の意味内容
を明確にしていない。普通取引約款制定時の政府草案理由書によれば，第
項（現民法305条項文）は，
「合意が両当事者の側の自己責任による検
討，考慮そして影響力の行使可能性の結果である場合」に，当該合意が普通
− 52 −
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取引約款法の制限には服しないことを明らかにしたものとされている。「個
別的に協議された」の要件を満たすためには，「例えば，包括的で顧客に
とっての理解が容易ではない規定の単なる朗読に，顧客とはこの点について
既に交渉したという約款使用者の説明が付けられたとしても，原則として十
分ではなく」，「リスクの多い条項」について，
「顧客が詳細かつ誤解なくそ
の内容と射程について説明されていること」を必要とする。さらに，「規格
化された条項がそれにもかかわらず協議されたという証明」が，原則とし
て，全ての個別条項について行われる必要がある。「様式化された字句に加
えられた多くの挿入や修正」は，商議の証明を容易にするが，「約款使用者
により当初提案された契約規定の文言の変更があったこと」は必要ではな
い。
「様式の使用にもかかわらず相手方契約者が取決めに対して個別的合意
とみなされ得る程度の影響を与えたのか否か，いかなる場合に与えたのか
は，判例に委ねられる」とする56。
⑵

連邦裁判所は，既に，① BGH, Urteil vom 15. Dezember 1976 -Ⅳ ZR

197/75

57

において，この商議の意義について定式化している。この判決は，

普通取引約款法成立後施行前に出されたものである。裁判所は，「個別的合
意が約款として特徴づけられる契約又はこれと同じ扱いのなされる様式を用
いた契約から区別されたと言われるのは，取引相手方が契約内容に関しても
自己の正当な利益を擁護するための形成の自由を有している場合，即ち契約
条件の内容形成に影響を与えることが相手方に可能であるときにその限りに
おいてのみである」とする。そして，約款を用いて契約の提案を行う当事者
は，これとともに，「この予め印字されて確定的に様式化された諸条件を逸
脱し，事情に応じて相手方の対立利益と調整し又はこれを補充することに同
意しないこと」を表明しているのと同じであり，個別的合意を援用するため
には，契約交渉の際に，この表明を排除しなければならない。そのために
は，
「個々の契約条件を詳細に説明し，全ての想定される事態に置いて生ず
56

Regierungsbegründung BT- Drucksache 7/3919, S. 17.

57

NJW 1977, 624.
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る法的効果を説明するのみ」では十分ではなく，「AGB 又は契約書式の使用
者が自己の条項の変更に同意し，取引相手方がこのことを契約交渉の際に認
識していたということが必要である」
。
「これは特に約款使用者が契約相手方
に条項の文言を予め様式化しているにもかかわらず変更に応じる意思がある
ことを十分明確に認識させているときに認められ得る」とする。
連邦裁判所は，1976年判決において，個別的商議に基づく同意が存在する
ためには，約款利用者が AGB の変更に応じる意思を有しており，契約相手
方が交渉の際にこのことを認識していることを要求していた。こうした1976
年判決に対しては，普通取引約款法制定直後，以下のような批判があっ
た58。即ち，ウォルター・レーヴェによれば，連邦裁判所は，従来，個別的
合意のために，条項が「当事者を通じた契約内容の自由な相互的な商議」の
結果であることを求めており，普通取引約款法第条第 項の政府草案理由
書も，「様式の使用にもかかわらず相手方契約者が取決めに対して個別的合
意とみなされ得る程度の影響を与えたのか否か，いかなる場合に与えたのか
は，判例に委ねられる」として，条項について実際に商議が行われることを
求めているとする。レーヴェは，1976年判決は，単に「変更に応じる意思」
の表示とこれに対する相手方の認識があればよいとしており，その根拠とし
て従前の連邦裁判所の判例や政府草案理由書を引用しておきながら，これら
とは異なるものとなってしまっていることを批判している59。
マンフレット・ヴォルフも，同様に，
「取引相手方が，例えば変更への同
意を認識していたが，彼がある特定の理由から交渉を行う時間がなかったと
きには，これは個別的合意とはなり得ない。むしろ実際に商議プロセスが行
われなければならない。商議の可能性が存在したことは法律によれば十分で
はない」と述べて，商議が実際に行われることが個別的合意の要件であると
58

1976 年判決に対する当時の学説の反応については，河上前掲注⑴145頁以下で詳細に

紹介されている。
59

Walter Löwe, Voraussetzung für ein Aushandeln von AGB, NJW 1977, 1328 f.

Trinkner, Betriebs-Berater, 1977, 515; Graf von Westphalen, DB 1977, 943.
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している60。
以上のように，1976年判決の立てた，商議の要件設定については，商議が
現実に行われなければならないという要素が表現上欠落していた点が批判を
受けた。しかし，AGB の変更に応じる意思とこれに関する相手方の認識が
必要であること自体は，学説により受け入れられていたように見える。ハイ
ンリクスは，これらの批判について，1976年判決は，「交渉に応じる意思は
 1 Abs. 2 AGB-Gesetz の適用のために必要である」とは述べているが，
「双
方の交渉に応じる意思が   Abs. 2 AGB-Gesetz の適用のために十分であ
る」とは述べていないとして，1976年判決を擁護している61。
この1976年判決が示した定式は，その後の判例において，表現に若干の修
正を受けている。とりわけ，1976年判決の後，BGH, Urteil vom 17. Mai 1982
- VII ZR 316/81 -62が「この規定の定める商議とは，普通取引約款の使用者に
より様式化された条項が実際に変更され又は補充されなければならないこと
を意味するものではない」としたことを受け，BGH, Urteil vom 09. Oktober
1986 - VII ZR 245/8563はこの趣旨を取り込みつつ，以下のような定式を示し
た。即ち，「『商議』とは，約款使用者がさしあたって自己の普通取引規約に
含まれている『法律と異なる核心的内容』，即ち法律の規定の本質的な内容
を変更し又は補充する条項を内容上真摯に保留状態に置き，交渉相手方に自
己の利益を擁護するための形成の自由を，少なくとも契約条項の内容形成に
影響を及ぼす現実の可能性とともに与えた場合にのみ語られ得る。従って，
約款使用者は，明確かつ真摯に，個々の条項の望まれた変更に応じる用意が
ある旨を表示しなければならない。通常，このような用意は様式化された文
言が認識可能に変更された場合に現れる。特別の事情の下において，徹底的
な協議の後に最終的に当初の草案が維持された場合にも契約が商議の結果と
60

Manfred

Wolf,

Individualvereinbarungen

im

Recht

der

Allgemeinen

Geschäftsbedingungen, NJW 1977, 1938.
61

Heinrichs, Der Begriff der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, NJW 1977, 1508.

62

BGHZ 84, 109

63

NJW-RR 1987, 144.
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して評価されることがあるにとどまる」とする。その後，BGH, Urteil vom
30. September 1987 - IVa ZR 6/86 -64において，上記の1986年判決に続いて，
さらに以下の一文が付け加えられた。即ち，「この場合においても，約款使
用者は自己の条項を基本的に変更可能としなければならない。条項は，彼が
顧客に条項の実質的必要性について確信させたことの故に維持されるのでな
ければならない。」
以上のように，連邦裁判所は，約款使用者が約款条項の「法律と異なる核
心的内容」につき真摯に変更可能な状態にし，顧客にその旨を表示すること
を商議の基本的な要件としている65。1976年判決の定式について指摘されて
いた（表現上の）欠落の問題は，この定式の修正により，相当程度緩和され
たと見ることができる66。続いて，こうした判例の枠組みが具体的な事案に
おいてどのように適用されているのかについて見ることにしたい。


条項に対する実質的な協議
⑴

約款に含まれる任意法規と異なる条項について，交渉過程で当該個別

の条項を対象とする実質的な協議が行われた場合に，この協議された条項は
「個別的に商議された」と認められるであろうか。まずは，この点から見る
ことにしたい。協議された結果として，約款使用者の相手方の提案通りの条
項が契約に定められた場合には，当該条項は，「個別的に商議された」と認
められることになるであろう67。しかし，協議の結果，相手方が約款の当初
の条項を受け入れた場合や相手方が合理的な代案を提出することができず，
64

NJW 1988, 410.

65

「核心的内容」を示さずに包括的に交渉に応じることを示したのみでは商議にならな

いが（BGH, Urteil vom 20. März 2014 - VII ZR 248/13 -），約款全体を商議にかけること
は必要ではなく，
「法律と異なる核心的内容」を商議にかければよいとされる（BGH,
Urteil vom 16. Juli 1998 - VII ZR 9/97 -）。
66

但し，Vgl. Friedrich Graf von Westphalen, 30 Jahre AGB-Recht‒Eine Erfolgsbilanz,

ZIP 2007, 151. ウェストファーレンは，普通取引約款法成立から30年の間に連邦裁判所
はこの1976年判決の準則を具体化してきたが，
「実質的な変更は見られない」と指摘し
ている。
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結果として当初の条項が維持された場合，この協議は，「商議」と認められ
るのであろうか。この点については，以下のような判決がある。
② BGH, Urteil vom 09. Oktober 1986 - VII ZR 245/85（再掲）
本判決は，以下のような事案に関する。即ち，F は，27戸建て集合住宅の
建設を計画し，被告建築家と，将来の建築依頼主団体の名において，約款を
用いて，建築契約を締結した。F は，施工会社 R に，一括して建築を請け
負わせた。その後，原告から F に対して，本件家屋の建築と取得について
の授権がなされた。建物完成後，建物につき被告建築家が責任を負う欠陥が
あることが明らかとなり，原告は，被告建築家に対して損害賠償を求めて訴
えを提起した。被告建築家は，建築家の責任の時効期間を目的物の受取又は
使用開始から

年間とする建築契約約款の規定を援用した。F は，この短期

時効期間について被告建築士との間で協議し，当初，年とすべきことを求
めていたが，R の瑕疵担保責任が

年間とされていることに合せたとの説明

を受け，これに同意していた。
裁判所は，「商議」とは，
「約款使用者がさしあたって自己の普通取引規約
に含まれている『法律と異なる核心的内容』，即ち法律の規定の本質的な内
容を変更し又は補充する条項を内容上真摯に保留状態に置き，交渉相手方に
自己の利益を擁護するための形成の自由を，少なくとも契約条項の内容形成
。従っ
に影響を及ぼす現実の可能性とともに与えた場合にのみ語られ得る」
て，
「約款使用者は，明確かつ真摯に，個々の条項の望まれた変更に応じる
用意がある旨を表示しなければならない」
。「このような用意は，通常，予め

67

顧客の提案が契約内容に反映されたことにより，商議の存在が認められたものとし

て，① BGH, Urteil vom 12. Juni 1985 - IVa ZR 261/83 -（宝石商を営む原告が被告保険会
社と宝石商及び商品倉庫保険に関する契約を締結した事案で，行商人が時から20時の
間に短期間目的物を監視していない状態があったとしても保険が及ぶとの約款の条項に
つき，顧客の要望に基づき時から22時の間に継続して

時間に修正された事案で，商

議を肯定した。），② BGH, Urteil vom 18. März 2009 - XII ZR 200/06 -（賃貸借目的物の
通常損耗につき，賃借人から絨毯を取り替えるのでなく，損傷を取除くとする条項の提
案があり契約に組入れられた事案で商議を肯定した。）。
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様式化されたテクストが認識可能に変更された場合に存在することになる。
徹底的な討論がなされた後に最終的に作成された契約書草稿が維持されてい
た場合には，特別の事情のもとで契約が商議に基づくと評価されることがあ
るに留まる」。裁判所は，被告は

年間の短期時効期間やその始期について，

その理由は説明していても，変更に応じる意思がある旨を真摯に表示するこ
とをしていないとして，商議の存在を否定した。
③ BGH, Urteil vom 23.Januar 2003 - Ⅶ ZR 210/0168
事案は以下の通りである。Y は，約款を用いて，総額28 200 000DM で，
T 社に総戸数128戸の建物建設を依頼した。Y 社の約款に定められた違約金
条項（10）によれば，受任者が各建築工程の完成期日を徒過したときに
は，各工程ごとに代金総額の10％を上限として営業日あたり総額の0.15%
の違約金を支払わなければならないとされていた。また，約款では，受任者
は付従性の制限された保証（Bürgschaft auf erstes Anfordern）をつけると
されており，T 社は，A 銀行を保証人とし，さらに A 銀行の求償権を担保
するための償還保証人を付けた。そうしたところ，T 社が履行期を徒過し，
2 820 000DM の違約金が発生したため，A 銀行が Y に違約金を支払い，償
還保証人が A 銀行にその費用を償還し，さらに，T 社の親会社である X
が，償還保証人に費用の償還を行った。X は，本件約款の違約金条項の無
効を主張して，Y に，2 820 000DM の賠償を求めた。YT 間の契約交渉過
程において，T 社は，期限を徒過することによる損害を補填するために，
違約金条項によるのではなく，履行保証保険を利用することを提案していた
が，Y は，この T 社の提案を実現可能性のないものとして退け，約款の違
約金条項を維持し，T 社も違約金の金額について異議を唱えることをしな
かったとの事情があった。
裁判所は，商議が認められるのは，
「約款使用者が自らの普通取引規約に
含まれている『法律と異なる核心部分』
，したがって法律の規定の本質的な

68

BGHZ 153, 311.
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内容を変更し又は補充する条項を内容上真摯に変更可能とし，交渉相手方に
少なくとも契約条件の内容形成に影響を及ぼす現実の可能性を伴うものとし
て自らの利益を擁護するための形成の自由を与えていた場合」であり，「被
告は明白かつ真摯に，個々の条項の希望する変更に対する同意を表明しなけ
ればならない」とする。裁判所は，「被告が T 社の提案を検討したが，その
実現可能性の欠如の故に却下した」ということから明らかになるのは，
「T
社が期日の遵守についての合意に影響を与えようと試みたが，効果がなかっ
た」ということに留まり，このことから商議の存在を導くことはできないと
する。裁判所は，本件約款の違約金条項は普通取引約款法の約款審査に服
し，総額の10％という違約金の上限は受任者を不当に害するとし， 9 Abs.
1 AGBG（現  307 Abs. 1 BGB）により無効とした。
以上のように，連邦裁判所は，商議が存在するためには，約款使用者が，
法律の規定の本質的な内容を変更又は補充する条項について真摯に変更可能
とし，かつ「変更に応じる意思がある」旨を相手方に表明する必要があると
している。②判決は，建築契約における建築家の瑕疵担保責任の時効期間短
縮について，約款使用者である建築家が交渉過程で顧客に時効期間短縮の趣
旨を説明し，顧客がこれを受け入れた事案である。また，③判決は，建設請
負契約で，各工程ごとの納期について遅延に対して違約金を課した事案で，
相手方から履行保証保険を付することの代案が示されたものの，実現可能性
がなかった事案である。②判決及び③判決は，何れも事業者間の契約として
性質づけられる。しかし，何れの事案においても，裁判所は，問題となった
条項について真摯に変更に応じる意思がある旨を顧客に表示していないとし
て，
「商議」の存在を否定している。
これに対して，約款使用者が変更に応じる意思を表明していないにもかか
わらず，特に事業者間契約に限定して商議の存在を認めるべきことを明示し
た判決が，件，存在する。以下の事案である。
④ BGH, Urteil vom 26. Februar 1992 - XII ZR 129/90 -69
オフィスビルの所有者である被告は，花屋を営む原告にビルの一区画を賃
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貸した。被告の使用する約款には，「賃借人は賃貸人の承認なしに営業を停
止することはできず，これを契約の終了に至るまで完全な範囲において維持
しなければならない」との規定が置かれていた。ところが，その後，目的物
の以前の賃借人である A が，近くに花屋を開店した。原告は，被告が A に
は営業の意思がないかのように装ったことが詐欺にあたるとして，賃貸借契
約を取消し，花屋の営業を停止した。原告が被告との賃貸借契約の無効の確
認を求めて訴えを提起したところ，被告が，花屋の営業の再開を求めて反訴
を提起した。第審は原告の請求を認め，被告の反訴を棄却し，被告の控訴
も控訴審において棄却された。そこで，被告が上告を申立てた。
裁判所は，
「 1 Abs. 2 AGBG に定める商議は，他方で，普通取引規約の
使用者により様式化された条項が実際に変更され又は（他の規定内容につい
て）補充されることを意味するものではない。むしろ個別事案の諸事情が重
要である。文言の変更がない場合にも，相手方が徹底的な討議の後に明示的
に了解を表示したのであれば， 1 Abs. 2 AGBG は満たされ得る。商人間の
取引においては，個別的商議は，さらにまた，約款使用者が特定の条項を変
更できないものとして表示していた場合にも存在し得る」とする。本件事案
について，裁判所は，原告被告間には原告の営業義務について詳細な討論が
あったとして，個別的商議の存在を認めた。なお，本件で，被告は，営業義
務について，店舗の魅力のある形態と管理とが賃貸承諾のための前提であ
り，このことを賃借人は賃貸人に対して確約していたということを強調して
いた。
もっとも，約款使用者が約款の変更に応じる意思を表明しておらず，その
他いかなる譲歩もしていないにもかかわらず，裁判所が商議の存在を認めた
のは，この一件に留まっているように見える。
⑵

続いて，法律の規定の本質的な内容を変更又は補充する条項自体につ

いては，「変更に応じる意思」を表明していないものの，反対給付やその他
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の条件について「変更に応じる意思」を表明している場合は商議の存在は肯
定されるであろうか。まず消費者契約に関する事案から見ることにしたい。
この点について判示したものとして，以下のような判決がある。
⑤ BGH, Urteil vom 30. September 1987 - IVa ZR 6/86 -70
被告は原告との間で，原告の使用する約款に基づいて，自己の所有する不
動産の売却を委託する旨の契約を締結した。約款には，目的物が原告の仲介
する買主に売却されたときには，原告は3.42％の手数料と付加価値税を請求
することができる旨定められた。約款には，さらに，
「委託者が目的物を
我々の協力無しに，委託者が自ら接近し又は探し出した買主に売却したとき
には，委託者が予め買主に，我々に買主手数料を支払う義務を負わせていた
ときに限り，委託者は売主手数料の支払いを免れる」と定められていた。被
告は数週間後，自己の不動産を自ら探し出した買主に250 000DM で売却し
た。原告は，被告に対して，売買価格の3.42％にあたる8 550DM 及び利息
の支払いを求めた。控訴審が訴えを認容したため，被告が，訴えの棄却を求
めて上告を申立てた。
裁判所は，1986年判決の示した商議の要件を繰り返した後，以下のように
述べている。「特別の事情の下において，徹底的な協議の後に最終的に当初
の草案が維持された場合にも契約が商議の結果として評価されることがある
にとどまる。この場合においても，約款使用者は自己の条項を基本的に変更
可能としなければならない。条項は，彼が顧客に条項の実質的必要性につい
て確信させたことの故に維持されるのでなければならない」。しかし，裁判
所はさらに，反対給付の譲歩について，以下のように述べた。
「約款使用者
が基本的にこの条項に固執する場合にも，彼は，それにもかかわらず，ある
部分，例えば対価の合意においては顧客に譲歩することがある。この譲歩が
行われていたとすれば商議を満たすであろう。 1 Abs. 2 AGBG における
『個別的に商議された』の文言の使用から反対の推論を行うことは正しくな
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い」と。
⑥ BGH, Urteil vom 27. März 1991 - IV ZR 90/90 -

71

被告は，原告の使用する約款に基づいて，原告に自己の不動産の買主斡旋
を委託する契約を締結した。約款には，委託者が仲介人の協力なしに自ら売
却した場合には，委託者は仲介人に売却代金の一定割合の手数料を支払うと
されていたが，その割合については空欄が用意されていた。本件契約では，
空欄部分が手書きで3.5％と記入された後，削除されており，その下に，
％と記入されていた。その後，被告は，自ら買主を探し出し，本件不動産を
225 000DM で売却したが，原告に手数料7 695DM を支払うことを拒絶し
た。本件では，手数料について原告被告間で折衝があり，原告は当初3.5％
を提案したのに対し，被告が％を提案したものである。原告が7 695DM
の支払いを求めて訴えを提起したのに対し，第一審，控訴審ともにこれを棄
却したため，原告が上告を申立てた。
裁判所は，1986年10月日判決の示した商議の定義を引用した後，仲介人
は，「顧客は自己取引の際にも手数料を支払わなければならない」とする規
定について，内容上変更可能なものとして顧客に表明していないとし，顧客
の視点からすれば，「被告は，原告は条項を固持しており，その条項が効力
を生じるか否かについて被告に決定の余地を与えることを望んでいないと理
解したのみである」とする。さらに，「仲介人は，予め様式化された自己売
却条項ではなく，この中に定められている手数料の金額について変更可能と
したに過ぎない。これは商議となるのは十分ではない」と示している。
⑤判決及び⑥判決は，仲介契約において，依頼人が自ら取引相手を見出し
た場合にも手数料が発生するとの条項の効力が問題となったものである。何
れも消費者契約に関する事案である。⑤判決においても，⑥判決において
も，約款使用者は，依頼人が仲介人を介さずに取引相手を見出した場合にも
手数料が発生するという規律それ自体については変更に応じる意思を有して
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いないが，手数料額については変更に応じる意思を示していた。しかし，条
項の内容の内，法律の規定と異なるのは，手数料額の部分ではなく，仲介人
を介さずに取引先を見出したときにも手数料が発生するとの部分である。裁
判所は，約款使用者がまさに法律の規定と異なる部分につき変更可能としな
ければならないことを示して，商議の存在を否定した。
この，約款使用者は商議要件を満たすためには，法律の規定と異なる内容
部分について変更に応じる意思を有し，かつ表示していなければならないと
する連邦裁判所の立場は，事業者間契約においても維持されている。以下の
ような事案がある。
⑦ BGH, Urteil vom 03. April 1998 - V ZR 6/97-72
A 有限会社は，1992年10月20日，原告の前身である信託公社から不動産
を買受けた。その際，A 有限会社及びその業務執行役である被告は信託公
社の使用する約款に基づいて投資に関する取り決めを行い，A 有限会社の
固定資産に1995年12月31日に至るまで総額で少なくとも1 500 000DM（内
少なくとも600 000DM は

年以内に）投資を行うこと，本件不動産におい

て1993年月日以降少なくとも34の雇用を，1994年月日以降少なくと
も52の雇用を確保し，少なくとも1997年12月31日まで維持することにつき連
帯して義務を負った。約款は第条第 項で「投資が所定の期間内に行われ
ず又は部分的に行われなかったときには，買主と経営者は連帯して期間を遵
守して実施されなかった投資について定められた投資額と行われた投資額の
差額の違約金を負う」と定め，第条において，雇用確保義務不履行につい
て，
「両 者 は，確 保 し な か っ た 雇 用  つ に つ き  年 あ た り，違 約 金 20
000DM を連帯して支払う義務を負う」と定めていた。しかし，A 社は経営
状況の悪化のため，投資及び雇用の約束を遵守することができなかった。そ
こで，原告は，被告に一部請求として投資約束の違反につき150 000DM 及
び利息の支払いを，雇用約束の不履行につき150 000DM 及び利息の支払い
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を求めた。第一審裁判所は訴えを認容し，控訴審が訴えを棄却したため，原
告が，第一審判決回復を求めて上告を申立てた。
裁判所は，結論として，原判決を破棄し，第一審判決を回復させている
が，違約金条項に関する商議については，1986年判決及び1987年判決により
示された商議の要件を繰り返した後，以下のように示した。即ち，「違約金
規定の商議は，上告理由とは反対に，売買代金や投資の方式について交渉さ
れたことによっては証明されない。確かに，確約された投資と違約金との間
には，違約金が予定された投資規模にそくして調整される点において関連が
ある。しかし，投資の方式に関する交渉は自動的に違約金規定も変更可能と
されたことを帰結しない。せいぜい，投資金額については相互作用が認めら
れるに留まる。条項の核心的内容はそれによって触れられていない。これ
は， 1 Abs. 2 AGBG の定める商議には不十分である」。もっとも，結論と
して，本件違約金条項は，AGBG の約款規制に堪えるものとして有効とし
ている。
⑧ BGH, Urteil vom 03. November 1999 - VIII ZR 269/98 -73
石油取扱い業者である原告は，1992年月27日，自己の約款を用いて，給
油所を経営する被告と，被告への燃料及び潤滑剤の供給を独占的に行う契約
を締結した。約款では，契約期間は年とされ，さらに，被告に，契約期間
を年間延長することについてのオプションを与える旨の特約（ 7 Nr. 1
Satz 2)が定められていた。約款の書式では，各日付欄は空欄となっており，
両当事者の協議に基づき手書きで補充された。また，約款には，「再投資の
際には費用負担についての協議が行われる」との条項も設けられていた。契
約は，合意された通りに実施され，原告は，契約期間を延長するオプション
を行使した。ところが，その後，被告は，ラントの官庁から，環境改善に関
する措置をとることを求められ，原告との燃料供給契約を継続することが困
難となった。そのため，被告は，当局の措置により給油所経営の継続が困難
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又は採算の取れないものとなったときには契約を解約することができるとす
る条項に基づいて，解約を申し入れたところ，原告は同規定の要件を満たし
ていないとして異議を唱えた。その後，原告は，被告が自ら経営する給油所
で原告以外から調達された燃料の提供及び販売をしないことを求めて不作為
の訴えを提起した。訴訟においてはこのオプションの有効性が問題となっ
た。第一審は訴えを棄却し，控訴審で原告の控訴も棄却されたため，原告
は，上告を申立てて，不作為請求を継続した。
裁判所は，「確かに，契約交渉の時点において，ガソリンスタンドが1997
年以降に要求される環境保護に直面して投資を継続するか，どのように継続
するか，そしていかなる経済的成果を得るかは不確実であることの故に，
『むしろ最少の』年の契約期間が延長オプション付きで決定されていた」
。
しかし，「彼が，『むしろ最少の』1997年12月31日までの期間の契約を，様式
に定められた延長オプションを放棄し，予め印字された年間よりも短い延
長期間の余地とともに，締結することに同意していたことは読み取られな
い」とした。また，再投資の際には費用負担についての協議を行うとの規定
が当事者間の交渉の結果契約書に定められたことについても，「この協議に
関する書式契約書の補充は，環境保護の理由から期待されるべき被告の投資
費用についての原告の協力が契約交渉の対象となっていたことを推測」させ
るが，
「このことから，被告にそれに代えて契約を様式により印字されたオ
プション条項なしで，又は予め定められた年の契約期間よりも短い延長期
間設定で締結する可能性が与えられていたことについては何等導かれない」
として，契約期間延長のオプション条項及び延長する場合の期間を年間と
する条項の何れについても商議は行われていないとした。
⑨ BGH, Urteil vom 22. November 2012 - VII ZR 222/12 -74
原告は2005年に設立された会社であり，廃棄物処理施設を営んでいた。原
告は，被告に長期的共同事業を提案し，被告が原告に所定の廃棄物を供給
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し，原告のもとで廃棄物の焼却を行うことを内容とする契約を締結した。原
告の作成した契約書によれば，交渉期間は当初17年間とされ，さらに，被告
が，四半期において，合意された最少廃棄物量を供給せず，次の四半期の最
初の月に供給量の増量による適切な調整を行わなかったときには，原告は被
告に四半期における最少廃棄物量に対する対価を取得するとの条項（"bringor- pay-Verpflichtung"条項）を設けていた。交渉過程において，被告は，期
間を短縮すべきこと，
"bring-or-pay-Verpflichtung"条項につき原告に損害を
生じていないことを証明したときには被告は調整金を支払う必要がないとす
る修正を施すべきことを主張していた。そのため契約期間は10年間に短縮さ
れたものの，
"bring-or- pay -Verpflichtung"については原告が譲歩しなかった
ため，結局，修正されないまま契約が締結された。四半期毎の最少供給量は
5000Mg とされた。2009年月日に被告が廃棄物供給を開始して直後，当
事者間で，廃棄物の性質とその供給量についての不一致を生じたため，契約
内容の調整を行うこととなり，2009年の最初の四半期及び次の四半期の最少
供給量を調整すること，特定の種類の廃棄物焼却の対価を減額することが合
意された。結局，被告は合意された最少供給量の供給を行わなかったため，
原告が，"bring-or- pay -Verpflichtung"に基づき調整金の支払いを求めて訴え
を提起した。第一審で原告の訴えが認容されたのに対し，控訴審で，第一審
判決が破棄され，訴えが棄却されたため，原告が上告を申立てた。
裁判所は，上告を棄却しているが，
"bring-or- pay -Verpflichtung"条項につ
いての商議の存否については，1986年判決の準則を繰り返した後，以下のよ
「被告側は，条項を当初から批判し，既に最初の契約草案
うに示している。
を受取った後，原告がこれにより損害を生じないことを証明し得る場合にも
最少量について支払を行うことについて，異議を唱えていたが，成功しなか
た。これらの事情は，控訴審が正しく認定しているように，原告の側に，
"bring-or-pay-Klausel"を真摯に変更可能とすることについて，その意思がな
かったことを示している」
。さらに，
「控訴審は，反復使用に供することが予
定され，一方当事者により交渉の余地のないものとして作成された契約条項
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が，それにもかかわらず相手方が条項の内容を契約交渉の印象の下で自己の
ものとし，実際上正当なものとして受入れたときには，個別的に商議された
とされ得ることを考慮した。契約当事者が複合的契約の多くの点について広
範囲に長期的に交渉を行い，例えば契約の他の箇所で代償を生じたことの故
に，争いのある契約条項を維持したと言う場合も同様である。しかし，控訴
審が，この点につき主張及び証明責任を有する原告の申立てから，被告がそ
の当初の異議と条項に対する留保を放棄し，条項を・・・実質的に正当なも
のとして受け入れたと認めるための十分な事実的拠り所を導かなかったこと
は正当である」。
⑩ BGH, Urteil vom 04. Juli 2017 - XI ZR 233/16 -75
原告は，不動産プロジェクト開発業者である。原告は被告銀行との間で被
告の使用する約款に基づき貸付に関する契約を締結した。同契約に基づき，
被告は原告に上限1 350 000€ の貸付を行う義務を負い，原告は住宅や事務
所等の買取及び建替えの間はこれを当座勘定預金として，建物完成後は期限
付き貸付金として利用し得るものとされた。約款には，「一回的な，即時に
支払い期日となる，契約期間に依存しない貸付処理手数料」を13 500€ とす
る定めが置かれていた（契約書第条）
。その後，原告は，処理手数料を差
引いた貸付金額の支払いを受けた。原告は，契約書条の手数料条項を無効
な普通取引規約とみなして，貸付処理手数料と利息の返還を求めた。第審
は訴えを認容したが，控訴審で原告の訴えが棄却されたため，原告が上告を
申立てて訴えを継続した。
連邦裁判所は，本件処理手数料条項を，原告を信義誠実の要請に反して不
当に害する（ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB)とする。さらに，本件条項に関する個
別的商議の存否について，裁判所は1986年判決の立てた準則と同様の準則を
示した上で（1986年判決とは僅かに表現が異なる箇所がある）
，「この要求は
事業者間の取引においても妥当する」とした。裁判所は，
「確かに被告は，
75

NJW 2017, 2995. 同一事件について，BGH, Urteil vom 17. April 2018 - XI ZR 238/16 -

(= WM 2018, 1356) においても同様に判示されている。

− 67 −

信州大学経法論集

第ઈ号

約款契約法における個別的合意の意義

手数料の徴収が全体として交渉されており，原告がこの可能性を行使しな
かったことは，本人の交渉遂行と原告の経済的利益に負うものであった。し
かし，このことにより，被告が明白かつ真摯にその交渉の意思があることを
表明したことにはならない」
。
「作業手数料が控訴審の認定によれば全てのそ
こで行われた手続において同じではなかったことは，もしかしたら手数料の
額についての被告の交渉の意思を推測させるかもしれないが，その発生に関
するものではない」と判示した。
以上のように，⑦判決，⑧判決，⑨判決，⑩判決は何れも事業者間契約に
おいて商議の存在が問われた事案である。裁判所は，何れの事案において
も，商議が存在するためには，消費者契約におけるのと同様に，約款使用者
が法律の規定と異なる条項の核心部分につき変更可能とし，変更の用意があ
ることを顧客に伝えなければならないとする。
もっとも，⑨判決については，商議要件の緩和に結びつく可能性のある内
容が含まれていることが注目される。⑨判決は，廃棄物処理施設との間で契
約で定められた重量の廃棄物を供給しなければならないところ，実際の供給
量が契約の定める最少供給量に及ばなかった場合にも，廃棄物焼却の手数料
が発生することを定めた約款の効力が問題となった事案である。控訴審は，
「反復使用に供することが予定され，一方当事者により交渉の余地のないも
のとして作成された契約条項が，それにもかかわらず相手方が条項の内容を
契約交渉の印象の下で自己のものとし，実際上正当なものとして受入れたと
きには，個別的に商議されたとされ得る」との立場を採用し，顧客が条項の
内容を受け入れたことを基礎付ける事実は存在しないとして，結果的には，
商議の存在を否定したのであるが，上告審も控訴審の判断を正当なものと認
めている。この点については，以下の点を想起する必要がある。即ち，連邦
裁判所は，確かに，従来，文言の変更のない商議も商議となり得ることを認
め，
「特別の事情の下において，徹底的な協議の後に最終的に当初の草案が
維持された場合にも契約が商議の結果として評価されることがある」
（
〔②判
決〕BGH, Urteil vom 09. Oktober 1986 - VII ZR 245/85）としてきたのである
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が，1987年判決以降，
「この場合においても，約款使用者は自己の条項を基
本的に変更可能としなければならない。条項は，彼が顧客に条項の実質的必
要性について確信させたことの故に維持されるのでなければならない」
（BGH, Urteil vom 30. September 1987 - IVa ZR 6/86 -76）としてきたのであ
る。少なくとも約款規制法制定以降，連邦裁判所は，約款使用者に条項の変
更に応じる意思がないにもかかわらず商議の存在を認める判決を下すことは
しておらず，⑨判決は，これを認める余地を残した点で，商議要件の緩和に
結びつく可能性を含んだ判決と言える。
અ

約款における選択肢又は空欄補充のある条項
⑴

次に，約款使用者が，「法律の規定の本質的な内容」を変更する約款

について法律の規定に依拠した約款との間で選択を行わせ，又は約款に空欄
を設けて顧客にこれを補充させている事案を見ることにしたい。約款の中
に，選択肢を設け又は空欄を用意した場合，これらは条項の当該部分から約
款としての性質を失わせることになるか。まず，消費者契約における約款に
ついて判断が示された事案から見ることにしよう77。以下のような事案があ
る。
⑪ BGH, Urteil vom 03. Juli 1985 - Ⅳ a ZR 246/8378
本判決は，不動産取引斡旋業者である原告が，約款を用いて，依頼人との
間で住居購入者を斡旋する契約を締結したというものである。原告の用いた
約款は，第条において，委任者は，⒜業者が既存の取引先の利用と並んで

76

NJW 1988, 410.

77

本文にあげるものの他，BGH, Urteil vom 10. Oktober 2013 - VII ZR 19/12 -は，様式に

選択肢を用意しておくのみでは個別的合意ではなく，選択可能であることを明示する必
要あることを示唆する。また，BGH, Urteil vom 20. März 2018 - X ZR 25/17 -は，旅客航
空運送契約におけるキャンセルを不可能とする条項につき顧客への選択肢付与が商議と
なるかについて言及しつつ，結論として，そもそも選択肢の付与を行っていないとした
（但し，キャンセル不可能条項は不当に顧客を害するものではないとする）。
78

NJW-RR 1986, 54.
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個別に適切な契約相手方を探す義務を負う集中的斡旋仲介（「委任者は自ら
の努力により又は第三者の介入により契約を締結することを放棄する。
」「こ
の合意に違反した場合には，委任者は，売買代金の ％の仲介手数料及び付
加価値税を業者に支払わなければならない。」と規定されている）と，⒝主
に既存の取引先の利用に向けられた一般的斡旋仲介との間で選択すると定め
ていた。被告は，⒜の約款を選択したが，結局，自ら購入者を探し出して住
宅を売却したため，原告斡旋業者が被告に対し仲介料の支払いを求めた。本
件規定は，仲介料が，斡旋仲介に基づいて契約が成立した場合にのみ発生す
ることを定めるドイツ民法652条の本質的内容を変更するものであり， 9
Abs. 2 Nr. 1 AGBG（現在は， 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB）によれば無効となる。
そこで，本件条項が「個別に商議」された条項であるか否かが争点の一つと
なった。
裁判所は，以下のように述べて，条項の選択は当該条項が「個別に商議」
されたことを基礎付けるものではないことを示した。即ち，「原告は，被告
に，これまでの認定によれば， つの変更不可能な契約形態を突き付けてい
るのであり，原告はこれを一つの書式の中に纏めたに過ぎない。しかし，
1 Abs.2 AGBG の定める商議は，約款使用者が AGB の中に含まれている
『法律と異なる』核心的内容を，従って法律の規定の本質的な内容を変更し
又は補充する規定を，内容上，変更可能なものとした場合にのみ肯定され
る。約款使用者が，契約相手方の影響を拒絶して，この『法律と異なる』核
心的内容を他の変更不可能に予め作成された契約形態のために失わせたとし
ても，商議とはならない。商議の自由が，AGB に代えて，AGB を用いな
かったとすれば適用される法律の規定を選択することができるという意味で
の自由に尽きる場合，実際には，商議の可能性は与えられていない。という
のは，商議の自由は，法律を変更し又は補充する AGB に関してのみ観念す
ることができ，そしてこれに関するものでなければならないからである」
。
⑫ BGH, Urteil vom 20. Dezember 2007 - III ZR 144/07 -79
原 告 は，大 学 病 院 一 般 外 科 部 門 の 患 者 に 対 す る 直 接 報 酬 請 求 権 限
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（Liquidationsrecht）を有する主任医師である。原告と被告は，書式を用い
て，原告が被告の手術を行うことを内容とする「医師選択の合意」を取交し
た。書式には，
「支障を生じた場合には，直接報酬請求権限のある医師の職
務をその代理医師が引き受ける」との条項が置かれていた。その後，原告
は，手術実施日である2001年月日に自ら手術を実施することに支障を生
じた。そこで，原告は前日に被告患者に「代理医師に関する合意確認文書
（月

日）
」と題する書式を交付し，被告の署名を得た。この書式には，

被告が「標準的」な保険患者と同様に医師選択の合意を行わずに追加料金無
しに勤務中の医師による手術を受けるか，又は医師選択契約の条件で原告の
患者に対する直接報酬請求権を維持して原告に代わる主任医師，Dr. B によ
り手術を受けるかの選択肢を有する旨が記載されていた。被告は，第二の選
択肢にチェックを入れた。被告が報酬の一部のみを支払残額の支払いを拒ん
だため，原告は，残額の支払いを求めて訴えを提起した。第審において請
求が棄却され，控訴も棄却されたため，原告が上告を申立てた。
連邦裁判所は，
「医師選択の合意」における代理医師に関する条項を旧約
款規制法10条号により無効となるとしたが，その後に取交された「代理医
師に関する合意確認文書（月

日）
」は，個別的に商議された合意として

有効であるとし，原判決を破棄し差戻した。個別的合意について以下のよう
に示している。「約款使用者がその規約を，契約相手方がその間で選択する
複数の選択肢の一つとして提案していたときには，書式化された契約条件は
商議されたこととなり得る。必要とされるのは，契約相手方が選択可能性を
通じて規律の内容を共に形成することが可能であり，選択の自由が約款使用
者の影響力行使を通じて，あるいは書式の形成を通じて，あるいはその他の
方法で覆われていないことである。この要件はここでは満たされている。と
いうのは，確認文書は患者に複数のオプションの選択肢を設定するものであ
り（選択医師による手術の放棄，医師選択合意の条件での代理医師による手

79

BGHZ 175, 76.
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術，そして場合によっては手術の延期）
，様々な選択肢の一つを決定する患
者に対する影響力は認められないからである」
。
⑬ BGH, Urteil vom 13. März 2018 - XI ZR 291/16 -80
消費者である原告は，被告貯蓄銀行との間で，被告の使用する様式に基づ
き，つの不動産担保権付きの貸付契約を締結した。各約款には，各々貸付
金額の

％の額の「処理手数料」が定められており，被告は貸付金を原告に

交付するに際してこの処理手数料を差引いて渡した。また，各契約には，借
主は一回の弁済額を，随時又は利息の発生する間，増額することが出来る旨
の特別の弁済に関する規定が定められていた。原告は，本件各約款に含まれ
ている処理手数料規定は無効であるとして，被告貯蓄銀行に「処理手数料」
の返還を求めて訴えを提起した。第一審は，処理手数料返還に関する原告の
訴えを認容し，控訴審は，この点について被告の申立てた控訴を棄却した。
そこで，被告が上告を申立てて，訴えの棄却を求めた。
連邦裁判所は，上告を棄却したが，その際，個別的商議について以下のよ
うに示した。即ち，「本条の商議のためには，約款使用者が当該条項を内容
上真摯に変更可能とし，明白かつ真摯に約款の望まれた変更に応じる用意が
あることを表示する必要がある。該当する事情について約款使用者が主張し
なければならない」。
「複数の予め様式化された契約条件の間での選択可能性
を開くことは，それによれば，基本的には個別的合意とはならない。むしろ
この場合にも約款使用者の契約相手方は，選択的に自己の文言提案をその実
施の実際上の可能性とともに持ち込む機会を保持するものでなければならな
い。その際に，約款使用者が選択肢の各々のために個別の様式を用い，全て
の選択肢を様式に印刷して顧客に希望する条項を認識させたのか，複数の予
め与えられた選択肢の間での選択をそのために用意した様式の空欄に記入さ
せることを通じて行うのかは重要ではない」。裁判所によれば，本件事案に
おいて，被告貯蓄銀行は，市場での通常の利率による処理手数料を伴わない

80

NJW-RR 2018, 814.
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貸付方法，年利0.8％有利な利率での処理手数料を伴わないが弁済額増額の
可能な貸付方法，処理手数料付きの貸付方法の間での選択を可能にしておら
ず，単に「

つの自ら予め様式化した契約形態の間での選択可能性」を付与

したに過ぎないとされた。
以上のように，連邦裁判所は，⑪判決，⑬判決においては選択肢の付与は
商議とはならないとの立場を示し，⑫判決ではこれが商議となることを認め
ている。顧客に対する選択肢の付与が商議とはならないとする理由の一つ
は，二つの予め様式化された契約書を顧客に突き付けたとしても商議となる
わけではなく，これを一つの様式に纏めることにより，状況が変わるわけで
はないとの理由によるものである。他の一つの理由は，条項の「法律と異な
る」核心的内容部分自体について顧客に委ねなければならないというもので
ある。⑪判決は選択肢の一つは法律の規定通りであった事案であるが，任意
規定と異なる内容を含む約款自体を対象として当該条項について顧客による
変更を可能としたものではなく，商議の存在は認められないとしている81。
これに対して，⑫判決は，選択肢の付与が商議となることを認めている。
⑫判決の事案自体においては，約款使用者は，予定されていた医師が手術を

81

選択肢の付与が商議とならないことを示すものとして，他に BGH, Urteil vom 27.

März 1991 - IV ZR 90/90 - （= NJW 1991, 1678）。ただしこの判決自体は選択肢付与の事
案に関するものではない。また，運送契約上の商議規定（449 Abs. 2 Satz 1 HGB）に
関するものであるが，BGH, Urteil vom 01. Dezember 2005 - I ZR 103/04-（= NJW-RR
2006, 758）を参照。被告の使用する約款に基づき固定料金による共同積載の方法での貨
物運送に関する契約を締結したところ，約款において，積み替え場所における運送過程
のコントロールにつき事業者が責任を負わない共同積載方式での廉価での運送と，この
点について事業者が責任を負う高額での個別運送を選択することが可能となっていた事
案である。裁判所は，「確かに，相手方当事者に選択的給付が提供される普通取引規約
において，給付の選択肢が異なる料金に結びついていたとしても，このことは商議に矛
盾しない（BGHZ 153, 148, 151 f.）。しかし，異なる選択肢の提案からは，個別的合意の
存在は導かれない。むしろ，契約相手方に与えられた，異なる選択肢の間で選択する可
能性が  305 Abs. 1 Satz 3 BGB,  1 Abs. 2 の定める商議とみなされ得るのかが重要であ
る。顧客が本件事案におけるように，単に約款使用者により予め与えられた特定の選択
肢の間での選択権しか有していないときには，商議とはならない。」とする。

− 73 −

信州大学経法論集

第ઈ号

約款契約法における個別的合意の意義

行えなくなるという選択肢が想定する事件が起きた後に顧客に選択を行わせ
ており，以前からも，商議を肯定する余地があると指摘されていた状況が存
「選択の自由が約款使用者の影響力行使を通じ
在する82。しかし，判決は，
て，あるいは書式の形成を通じて，あるいはその他の方法で覆われていな
い」場合には選択肢の付与も商議となり得るとするものであり，選択肢の付
与が商議となる場合についての準則を一般化可能な形で提示している。
この，顧客に対する選択肢の付与が商議となり得るかについて実質的な評
価がなされた事案は，事業者間契約においても見られる。次のような事案で
ある。
⑭ BGH, Urteil vom 06. Dezember 2002 - V ZR 220/02 -83
原告は，被告の前身であるケーブルサービス会社 S との間で，自己の賃
貸建物において分配器，広域帯ケーブルコミュニケーション機器を設置して
営業を行い，現在する施設を住居あたり20DM の金額で引き受けることにつ
き，禁止しない旨の許可契約を締結した。さらに，S が管理費用住居ヶ
月あたり1,00DM を支払うことと引換に，原告は賃借人が負担する利用料金
を徴収することを引受けた。許可は，最少25年間とし，ヶ月の期間付の催
告がなされなかったときには，その都度年間延長されるものとされた。S
は，原告の7 158戸の住居を管理していた。その後，原告が，25年の契約期
間は法律に反しており，2000年月31日に契約関係を解約するとしたため，
被告は，賃借人に直接利用料の振込を求める等した。原告は，主位的に許可
契約が2000年月日以降終了したことの確認を求め，補助的に訴訟係属以

82

Manfred Wolf, a. a. O., NJW 1977, 1940 f. ヴォルフは，「契約相手方が契約締結後に

個々の AGB 条項を適切なものと承認した場合」は，「もはや AGB の組入れにおいて類
型的な受け入れるか否かというプレッシャーのかかる状況は存在していない」ことの故
に顧客の自由な同意が承認されるという。しかし，この場合にも，「約款使用者の相手
方が条項の射程を見通している」ことが必要であり，これが認められるのは，「同意が
条項の中に規定された衝突が既に実際に当事者間に現在化している時点において表示さ
れた場合」であるとしている。
83

NJW 2003, 1313.

− 74 −

栗

田

晶

降終了したことの確認を求めて訴えを提起した。補助的請求において，さら
に，原告は，許可契約の最少期間が12年間であることの確認を求めた。第一
審は，主位的請求を棄却し，補助的請求を認容した。控訴審は，25年間の契
約期間は信義誠実の要請に反して原告を害し，契約期間は12年に縮減される
として，被告の控訴と原告の主位的請求を継続する付帯控訴を棄却した。被
告は，上告を申立てて，訴えの棄却を求めた。
連邦裁判所は，原判決を破棄し事件を原審に差し戻したが，商議について
は以下のように述べている。即ち，「ここで問題となっている様式化された
契約条件は，約款使用者がそれを契約相手方がその中で選択を行う多くの選
択肢の一つとして提案していたときには，商議されたものとなり得る。この
ために必要となるのは，−補充の可能な契約様式について展開された多くの
−判例によれば，補充が単に独立性のない性質のものにとどまらず（例え
ば，名前や契約対象の付加）
，規定の内容にともに影響を及ぼすものであり，
選択の自由が，約款使用者の影響力の行使，あるいは書式の形態，あるいは
他の方法で覆われていないことである」とする。裁判所はさらに，「被告が
より短い契約期間をケーブルを接続した賃借人のより高い利用料金に結び付
けていたことは，商議の妨げとはならない。主たる料金合意は  8 AGBG
（現  307 Abs. 3 BGB）によれば， 9 bis 11 AGBG（現  307 Abs. 1 und 2,
 308, 309 BGB）に定められた内容コントロールには服さない」とするが，
本件では，被告が商議の存在を十分には証明していないとした。
この⑭判決は，結論としては商議の存在を認めていないのであるが，次に
見る空欄補充に関する判例の趣旨を汲み取りつつ，商議要件の緩和の余地を
生じさせているとも評価し得る。従来，裁判所は，顧客に対する選択肢の付
与は基本的には商議とはならないとの立場を採用してきたのであるが，⑭判
決は，
「ここで問題となっている様式化された契約条件は，約款使用者がそ
れを契約相手方がその中で選択を行う多くの選択肢の一つとして提案してい
たときには，商議されたものとなり得る」として，選択肢の付与が商議とな
る余地を開いているからである。
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⑵

続いて，空欄補充に関する判例を見ることにしよう。連邦裁判所は，

約款使用者が約款に空欄を用意し，顧客に補充させることで契約内容の一部
を決定していた場合に商議が認められるかとの問題につき， つの場合を区
「条項の核心」が存
別している84。即ち，空欄以外の部分に法律と異なる，
在しており，補充部分は問題のある条項を具体化するに過ぎない場合と補充
された部分にまさにこの法律と異なる「条項の核心」が存在している場合で
ある。前者は，独立性のない補充（Unselbständige Ergänzung）と呼ばれ，
後者は独立の補充（Selbständige Ergänzung）と呼ばれている。独立性のな
い補充は商議の存在を根拠づけるものではないが，独立性のある補充は，一
定の条件の下で，商議の存在を基礎付けることが認められている。この問題
については，以下の

件の判決を示すことができる。⑮判決は消費者契約で

使用される約款について，消費者保護を目的とする法人が訴えを提起した事
案であり，⑯判決は，事業者間契約で空欄のある約款が用いられた事案であ
る。各々，内容は以下の通りである85。
⑮ BGH, Urteil vom 07. Februar 1996 - Ⅳ ZR 16/95 -86
被告保険会社1990年12月31日までに使用した書式のうち，事故保険に関す
る書式 a）は，保険の始期を手書きで記入し，保険及び保険料支払い期間は
10年と印字されていた。家財道具，ガラス及び私的賠償責任保険に関する書
式 b)は，保険の始期及び終期を手書きで記入し，保険期間については，10
年又はその他の場合は手書きで記入するようになっていた。事故保険に関す
る書式 c）は，保険の始期と終期とを手書きで記入するようになっていた。

84

つ の 補 充 の 区 別 に つ い て は，Vgl. Tobias Miethaner, AGB-Kontrolle versus

Individualvereinbarung, 2010, S. 142.
85

約款における空欄の用意が商議となるかについての具体的な判断過程は明らかではな

いが，空欄補充について言及するものとして，本文で引用するものの他，Vgl. BGH,
Urteil vom 30. Oktober 1987 - V ZR 174/86 - (= BGHZ 102, 152); BGH, Urt. v. 19 . Juni 1991
- VIII ZR 244/90 (= NJW 1991, 2768); BGH, Urteil vom 03. Dezember 1991 - XI ZR 77/91 (= BB 1992, 169); BGH, Urteil vom 06. April 2005 - VIII ZR 27/04 - (= NJW 2005, 1574).
86

NJW 1996, 1208.
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そこで，消費者利益の保護を目的とする法人である原告は，この書式を利用
した際に生じる10年の期間規定は  9 AGBG に違反して無効であると主張
し，1983年月日から1990年12月31日までにこれらの初期を用いて締結し
た契約について10年の期間条項を援用することの差止めを求めた。控訴審に
おいて，a）b）c）全ての書式についての原告の差止め請求が認められたた
め，被告が上告を申立てた。
連邦裁判所は以下の判決を下した。
「補充を予定する書式においては，以
下の区別がなされる。即ち，書式の文言が既に問題とされるべき規定を含ん
でいるときには，契約の対象を個別事案において具体化する独立のない補充
を通じて普通取引規約としての条項の性質に変更は生じない。これに対し
て，規定の不当性がまさに補充から生じているときには， 1 Abs. 1 又は
Abs. 2 AGBG の要件が満たされているか否かの個別の審査が必要となる」
。
裁判所は，書式 a）b）については，条項から普通取引規約としての性質
は奪われないとし，書式 c）については，顧客に保険期間について完全に委
ねており，保険期間に関する規定は普通取引規約ではないとする。裁判所
は，さらに，書式 b）については，以下のように述べている。即ち，
「申込
人に様式により付与された，自己の表示を通じて契約期間を決定する可能性
は，10年の契約期間に関する保険者の予めの提案を通じて覆われている」
。
「約款の構造は，平均的な顧客に対して，彼が保険者の予めの設定を顧慮せ
ずに締結する保険契約の期間について自ら選択し得ることを十分に明確にす
るものではない。顧客は少なくとも，約款使用者が書式とともに予め定めて
様式化した提案の内容を離れようとしていることを疑いなしには認識し得な
い」と述べて，期間の定めが AGB の性質を有することを示した。他方，書
式 c）については，
「申込人には，書式上のみではなく，実質的にも書式の
影響を受けることなく，彼がまさに決定する契約期間の自由な選択が委ねら
れている」と述べて，契約期間の定めが AGB としての性質を有しないこと
を示した87。
⑯ BGH, Urteil vom 13. November 1997 - X ZR 135/95 -88
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本件事案は，車両に関する申請サービスを営む被告が，原告に，消費者市
場におけるショッピングカートの広告プレートの製作，設置及び定期的な管
理を委託した事案に関する。原告の使用する書式においては，広告プレート
の設置期間は空欄となっており，申込人が補充することができるようになっ
ていた。もっとも，書式には，支払方法に関する記載があった。書式では，
半年，18ヶ月，24ヶ月，36ヶ月又は空欄の何れかを選択し，空欄を選択した
際には顧客が補充した月毎に支払いを行うものとなっていた。本件事案で
は，被告は，契約期間を補充し，支払方法については「半年」を選択してい
た。契約締結後ヶ月程して，原告は，契約の解約を通知したため，原告
は，98 387DM 余り及び利息の支払いを求めて訴えを提起した。被告は，本
件契約における48ヶ月の期間設定は，請負給付の提供を目的とする継続的債
務関係において相手方当事者を

年以上拘束する期間を無効とする  11 Nr.

12 a AGBG に反し，無効であると主張した。控訴審が，4 013DM 余り及び
利息を超える部分について訴えを棄却したため，原告が上告を申立てた。
連邦裁判所は，以下のように示して，原判決を破棄し，事件を差戻した。
即ち，
「補充の必要な書式が契約交渉過程において補充されたとしても，そ
れが規定の本質的内容に影響を与えない独立性のない補充である限り，問題
となる契約規定の AGB としての性質に変更はない。しかし，契約期間のよ
うにそれ自体規定の本質的内容を確定する補充について個別的に商議された
際には異なることが妥当する。書式がまさに契約相手方により彼の自由な決
定により独立の補充として記入される空欄を有しており，約款使用者により
様式化された決定提案が付加えられていない場合には，この書式部分は法律
上普通取引規約ではない」とする。裁判所は，このように述べて，本件契約
における契約期間に関する定めは普通取引規約としての性質を有しない可能
87

同じ原告が提起した同一事案に関するものとして，BGH, Urteil vom 03. April 1996 -

IV ZR 98/95 - ，BGH, Urteil vom 18. Dezember 1996 - IV ZR 60/96 -. 商議に関する同様の
言及がある。
88

NJW 1998, 1066.
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性があることを認めた。
続いて，裁判所は，「補充の性質と内容により，それにもかかわらず，そ
の予め様式化された性質が推測されることはある。このことは特に，約款使
用者が委託約款を通常又は多くの顧客に対して同じ方法で補充し又は補充さ
せていたとき，及び補充されるべき文言が契約締結の際の交渉の対象とは
なっていなかったときに妥当する。普通取引規約は単に文書により様式化さ
れた文言においてのみでなく，その他の約款使用者により推敲され，約款使
用者又はその共同者の思考の中からその都度契約文言に組入れられた条項か
らも構成される」と示し，原告が条項の空欄部分を多くの顧客に対して同じ
方法で補充させていたとの事実の存否について審理を尽くさせるために，事
件を原審に差戻した。
以上のように，裁判所は，消費者契約と事業者間契約とを問わず，独立の
補充については，商議の存在を認めている。もっとも，そのためには，顧客
が約款使用者の影響や書式の影響を受けずに空欄を補充し得ることが必要で
あるとされている。裁判所によれば，約款とは文書化されたものに限られ
ず，思考の中からその都度取り出されるものや（⑯判決），約款使用者がそ
の都度データから一定の基準に照らして補充しているもの（BGH, Urteil
vom 05. Juni 2018 - XI ZR 790/16 -89）も予め様式化された条項と評価される。
આ 事業者間契約における商議要件
⑴

連邦裁判所は，既に見てきたように，1976年判決以来，約款使用者が

真摯に条項の変更に応じる意思を有しており，かつこれを顧客に表明してい
ることを商議の要件としてきた。具体的な適用事案についてみると，①協議
の過程で約款使用者が当該条項については変更に応じる意思を表示していな
いにもかかわらず，商議の存在を認めるものは例外的と言えるが（④判決，
またその余地を含んだものとして⑨判決）
，選択肢付与の事案については，

89

WM 2018, 1363.
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選択肢の付与は商議とはならないとする判決とならんで，選択肢の付与が商
議となるための準則を示す判決も見られる。また，空欄補充方式の条項につ
いては，従来より，独立的補充の事案については裁判所は商議を認める傾向
にあったものと言える。もっとも，裁判所は，必ずしも，事業者間契約につ
き，その事業者としての性質に着目して要件の緩和を行うものではない（こ
れを明示しているのは，④判決のみである）
。
一方学説においては，普通取引約款法が債務法現代化とともに民法典に組
入れられるのと前後して，事業者間契約における商議要件緩和の可能性が模
索されるようになっている。学説は，当初より，商議のために契約条項の文
言が現実に変更されることは必ずしも必要不可欠ではないとしてきたが90，
商議の認定に対して厳格さを求める傾向があった。しかし，2000年頃より，
結果的には通説とはなっていないものの，商議要件の厳格さは事業者間の約
款契約に問題をもたらすのではないかとの指摘が有力に行われ，事業者間契
約において商議要件はどこまで緩和され得るのかという問題が論じられてい
る。以下には，この問題に関する学説の議論を見ることにしたい。
マンフレット・ヴォルフは，商人間契約の消費者契約からの区別について
以下のように述べている。即ち，「より活発な動きを獲得し，法律により調
整された形成の余地を利用し尽くすことを可能にするために，まず第一に，
個別的商議の要件が緩和されるべきである｣91。約款使用者は約款の法律と
異なる核心部分を真摯に契約相手方が変更し得る状態にしなければならない
90

Wolf, a. a. O., S. 1939. ヴォルフは，交渉と商議の違いは，
「交渉は合意を交わさずに終

わることがあるのに対し，商議は常に合意を交わすことを想定しているということ」に
あるが，その合意が AGB の変更を生じるものでなければならないことまでは，商議の
概念からは引出されない。商議は，言葉の意味上，「一方が他方の論拠に納得し，その
条件を承認した場合にも，存在し得る」。影響力行使が実際に行われることを要求した
としても，「約款使用者は過剰な約款を作成しておき，変更にもかかわらず自己の利益
を十分に維持することができるようにする」であろうとしている。
91

Manfred

Wolf,

Vertragsfreiheit

und

Vertragsrecht

im

Lichte

der

AGB-

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in 50 Jahre Bundesgerichtshof - Festgabe aus
der Wissenschaft -, 2000, S. 111, S. 120 f.
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とする裁判所の定式は，
「約款使用者の主導性と交渉提案」に着目し，
「相手
方の側が自ら発議し自らの交渉可能性を模索することは期待されていな
い｣92。これは，消費者契約においては適切であるが，「事業者間の契約にお
いては，これは，自己責任の制限を生じさせるものであり，それは自己責任
を負う事業者の観念とは一致しないし，競争により構造を決定された市場の
機能的諸条件とも適合しない｣93。ヴォルフによれば，事業者間の取引にお
いては，「約款の法律と異なる核心部分が変更可能であることが認識可能か
否か」が着目される94。そして，相手方が自らの利益を擁護する現実の可能
性は，「約款使用者の上述の態様と無関係に客観的な諸事情に基づいて」存
在し得る。約款使用者が約款を変更可能としたという事実と並んで，多くの
商議を推認させる事情が考えられる。この諸事情に属するのは，「市場にお
いて明白かつ容易に手に入る代替手段と並んで，自己の市場での強さや支配
力，相互的な与えるものと得るものを伴う譲歩による商議」である。また，
「例えば，裁判官による利益の並行的検討と合致し，各契約当事者が実際上
の必要性を顧慮して同意した，結果の適切さも個別的商議に有利に働く」と
いう95。
その後，クラウス・ペーター・ベルガーが，
「商人間取引における契約条
件の商議」において，同じく，商人間取引における商議要件の緩和の必要性
について説いている96。ベルガーは，1976年判決は消費者取引に関するもの
であり，「『商議』の承認のために判例により設定された高い障害と内在的事
実に関する法律の証明責任分配との結びつきは，普通取引約款法条
92

Wolf, Vertragsfreiheit und Vertragsrecht, S. 121.

93

Wolf, Vertragsfreiheit und Vertragsrecht, S. 121.

94

Wolf, Vertragsfreiheit und Vertragsrecht, S. 121.

95

Wolf, Vertragsfreiheit und Vertragsrecht, S. 121 f.

96

項の

Klaus Peter Berger, Aushandeln von Vertragsbedingungen im kaufmännischen

Geschäfts verkehr, NJW 2001, 2152. Vgl. Berger, Abschied von der Privatautonomie im
Unternehmerischen Geschäftsverkehr? Zum Differenzierungsgebot im AGB-Recht, ZIP
2006, 2152.重複を避けるため，本文では，前者の論文から引用し，後者の論文について
は必要に応じて注で引用するに留めている。
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取扱いを商事実務において極めて問題のあるものにした」と指摘する97。個
別的商議の概念は，商法典の運送法に関する規律に見ることができるが
（§§ 439 Abs. 4, 449 Abs. 2, 451h Abs. 2, 466 Abs. 2 HGB），商法典において
は，商議は交渉と同じ意味に用いられていること，普通取引約款法も，第24
条で商人間取引について消費者取引とは異なる扱いをしていることから，
AGBG においても商議の概念定義について商人間取引の特殊性を顧慮する
必要があるとする98。商人の領域では，基本的には「約款使用者の相手方を
通じた影響力行使の『現実的な』可能性」が存在している99。商議は商人間
取引では交渉と同じであるという。ベルガーによれば，①約款使用者が一定
の約款を明示的に変更可能とした場合はもとより，②約款使用者が自己が特
に利害を有している特定の規律問題を明示し，相手方がこれを受け入れた場
合，③契約相手方が自ら条項について話を持ち掛けた場合，④約款使用者が
一定の条項について譲歩した上で他の条項についての協議に応じなかったと
き，⑤条項の合意が商人の立場から必要となることが裁判上で認められたと
きには，何れも交渉が存在しており，商議の存在を肯定することができ
，そして相手
る100。商事実務では，条項を能動的に「変更可能状態に置き」
方に「権利行使の可能性」を与える時間はなく，特定の条項が契約交渉過程
で協議されたのであれば，「各契約当事者は自ら自己の利益を保持し又は保
持してきた」と評価し得るという。
97

Berger, Aushandeln von Vertragsbedingungen im kaufmännischen Geschäftsverkehr,

NJW 2001, 2152.ベルガーは，「判例の要件は，事業者である約款使用者に，争いが生じ
た場合に彼がその存在について証明責任を負担している個々の契約条項の『商議』を証
明することを可能にするために，顧客との全ての契約交渉について詳細に議事録を作成
することを要求するものである」と批判している。
98

Berger, Aushandeln von Vertragsbedingungen im kaufmännischen Geschäftsverkehr,

NJW 2001, 2153.
99

Vgl. Berger, Abschied von Privatautonomie, ZIP 2006, 2152. ここでは，ベルガーは，

「判例の厳格な公式は，約款使用者に一方的に責任を課し，約款使用者に対してのみイ
ニシアティブをとることを求めるもの」であり，この一方的な責任分配は，消費者取引
においては有意味かつ必要であるが，事業者間取引では，「原則として双方の当事者が
自己の経済的利益の貫徹のために同じ責任を負う」と述べている。
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以上のように，ヴォルフやベルガーにより，事業者間契約において

は，約款使用者の相手方の事業者としての性質を顧慮し，交渉が存在してい
れば商議の存在を肯定し得るとする理解，より具体的には，約款使用者が条
項につき変更の余地があることを相手方に明示することは必ずしも不可欠の
要件ではないとする理解が示された。こうした理解は，ドイツにおいて，少
なからず支持を受けている101。
しかし，事業者間契約における商議要件の緩和が説かれるのとほぼ同時
に，これに対する批判的な見解も多く示されている。まず，グラフ・フォ
ン・ヴェストファーレンが，ベルガーの事業者間契約における商議要件の緩
和に対して，以下のような批判を展開した。即ち，①約款使用者が自らが特
に利害を有している規律を明示し，相手方がこれを受入れたとしても，これ
は，単に，「彼が条項の内容を認識しているということを示しているに過ぎ
ない」という102。ウエストファーレンによれば，「少なくとも一方的に契約
形成の自由を自らのために要求する約款使用者が，自己の約款の正当性と有
効性を確信し，彼がこれを全く変更可能とすることなく，顧客に承諾して従
100

Vgl. Berger, Abschied von Privatautonomie, ZIP 2006, 2153. ここでは，ベルガーは，

約款使用者が条項につき明示的に変更可能としなかったときであっても，相手方が「規
定の合理性を認識した上でこれを完全に受け入れることにより責任を負う」可能性があ
り，その検討の契機となるものとして，彼は，①約款使用者が明示的に彼が特に重要と
している特定の条項を指示し，顧客がこれを受け入れた場合，②−契約相手方が自発的
に特定の条項について論じ，彼は確かに他の条項を希望しているが，条項の合理性を承
認したことを明らかにした場合，③約款使用者が一定の条項又は契約の経済的事項（例
えば対価）において譲歩し，他の条項については交渉に応じなかった場合を挙げる。こ
れらの場合には，条項の変更がなされなくても，契約条件が商議されたものとなり得る
とする。但し，約款使用者の相手方が事業者間取引において類型的な交渉の機会を，実
際に，期待可能なコストで保持することができることが，事業者間取引について消費者
取引と異なる扱いをする前提であると指摘する。
101

Wackerbarth, AcP 200, 45, 83 ff; Hobeck, SchiedsVZ 2005, 112; Raphael Koch, Das AGB-

Recht im unternehmerischen Verkehr: Zu viel des Guten oder Bewegung in die richtige
Richtung?, BB 2010, 1811.
102

Friedrich Graf von Westphalen, 30 Jahre AGB-Recht ‒Eine Erfolgsbilanz, ZIP 2007, S.

152.
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うことを求める場合，この視点は，立法者の上述の理由を無視」しており，
このようにして受け入れられた約款条項は，「自己責任による審査と影響力
行使の可能性の結果」ではないとされる103。②顧客が自ら一定の条項につ
いて協議を持ち掛け，当初の見解を変更して条項の適切さを確信し受入れた
場合については，連邦裁判所が「徹底的」な討論と称するものが存在してお
り，判例によっても，個別的合意の存在が認められるという。ウエスト
ファーレンによれば，これは厳密には「商議」の概念には該当しないが，
「顧客の希望」に対応した条項が「個別的合意」の性質を有することは連邦
裁判所の判例によっても導かれるという104。最後に，③約款使用者が他の
条項を維持するために，他の条項について譲歩した場合，少なくとも変更さ
れた条項は個別的合意の性質を有するが，他の条項への「反射的効果」につ
いては，状況によるとする105。しかし，この場合に，ベルガーが，連邦裁
判所の判例と異なり，料金の譲歩が他の維持された条項に対する商議となる
としている点については支持し得ないとする。「商議」とは，が条項の「法
律と異なる核心部分」について行われなければならないが，「料金の決定」
は裁判官による内容コントロールが行われない領域であり，料金や給付内容
について譲歩したとしても，
「特定の契約条件を民法典307条以下の裁判官に
よる内容コントロールの干渉から奪うという目的に適合した商議」とはなら
ないという106。
以上のように，ウエストファーレンは，条項につき変更が可能である旨の
表示を商議要件から外すことには，事業者間契約であっても，問題があるこ
とを説いた。学説においては，さらに，事業者間契約と消費者間契約の区別
に向けられた批判が見られる。この点について，ロイシュナーが，以下のよ
うに述べている。即ち，約款使用の基本的な問題は，「約款の分析のために
103

Westphalen, a. a. O., S. 153.

104

Westphalen, a. a. O., S. 153.

105

Westphalen, a. a. O., S. 153.

106

Westphalen, a. a. O., S. 153 f.
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支出される取引コストと個々の契約価値の不釣り合い」にあるという理解を
背景に，消費者取引と事業者間取引の区別には理由がないと指摘してい
る107。彼によれば，「事業者間取引においても大量取引は締結されており，
この場合には，そのような不釣り合いが消費者契約におけるのと同様に生じ
ている」。それ故に，
「AGB コントロールの適用領域においてそのような区
別を行わないという立法者の決定は，無制限に歓迎される｣108。
続いて，アンドレアス・フクスが，事業者間取引において，
「商議」を単
なる「交渉」で十分とし，「約款使用者が潜在的契約相手方に交渉可能性を
与え，この相手方が自己の利益を具体的な交渉の状況において期待可能な費
用を投じて自ら擁護することが可能である」場合に商議の存在を認めること
「確立された判例において特徴
に対する疑いを示した109。フクスによれば，
的な，約款使用者による契約形成自由の一方的な行使という様式は，契約当
事者の経済力の格差やその他の（社会的又は知能的な）格差に着目するもの
ではなく，むしろ契約当事者間の契約締結状況の中に存在する機能的な不均
「約款の了知と比較」は，一般的に，
衡状態に結びついている」という110。
過剰に高い情報コストの故に行われておらず，この「条件競争の機能能力の
欠如」が「リスク分配の体系的な悪化」を助長している111。しかし，「契約
当事者が交渉の枠内で自己責任による検討考慮の可能性，及び自己の正当な
利益の根本的擁護の可能性を有している場合には，例外的に，一定の条項の
自由な法律行為的形成意思への受入れが約款使用者に文言変更の意思がなく
「特定の条項が，その法律と異なる核
ても存在し得る」112。この場合には，
心的内容が約款使用者によって（明示的には）変更可能とされておらず，む
107

Lars Leuschner, Gebotenheit und Grenzen der AGB-Kontrolle, AcP 207, S. 523.

108

Leuschner, a. a. O., AcP 207, S. 523.

109

Andreas Fuchs, Der Anwendungsbereich der AGB-Kontrolle im unternehmerischen

Geschäftsverkehr, in Festschrift für Blaurock, 2013.
110

Fuchs, a. a. O., S. 97.

111

Fuchs, a. a. O., S. 97 f.

112

Fuchs, a. a. O., S. 99.

− 85 −

信州大学経法論集

第ઈ号

約款契約法における個別的合意の意義

しろ取り外し不可能なものと伝えられていた場合であっても，『個別的に商
議された』とみなされることがある」という113。フクスによれば，入札手
続における事業者間売買契約は，こうした特別の要件の緩和が正当化される
事案類型の一つとされる。「容量の大きな取引に直面したときに，売主によ
り提示された契約条項の詳細な閲読，検討及び（比較による）評価並びに一
定の問題のあるものと理解された条項についての交渉の受入れは，そのため
に生じるコストにもかかわらず，（潜在的な）買主にとってコストに釣り合
うものとなる」。「入札者は，申込の提出に関する決定とその調整を入札手続
の終わりにおいて，完全な自己決定の中で，彼にとって有利及び不利な全て
の規定の総合的検討に従い，売買代金とも関連付けながら行っている」114。
フクスは，顧客の「事業者性」それ自体ではなく，「様式化された契約条項
に対する自由な自己責任による同意」を推測させ，
「AGB に典型的な保護の
必要性」を欠落させる，「特殊な契約締結状況」が商議要件の緩和を生じさ
せるという115。

Ⅳ

結語

以上に見てきたように，ドイツにおいては，1976年判決以来，約款使用者
が条項の変更に応じる意思があり，かつその旨を相手方に真摯に表明するこ
とで，商議の存在を基礎付けることができるとの準則が維持されてきた。学
説においては，これに対して，顧客が事業者である場合に，条項の変更に応
じる意思の表明を求める必要はないとの批判も示されたが，この主張は通説
となるには至っていない。通説は，事業者間取引であれ，消費者取引であ
れ，約款の使用は原則として交渉拒絶表示としての表示価値を有してしまう
のであり，判例の準則はこうした表示価値を消滅させることを約款使用者に
求めるものとして合理性があるとの立場を示す。もっとも，フクスやロイ
113

Fuchs, a. a. O., S. 99.

114

Fuchs, a. a. O., S. 101.

115

Fuchs, a. a. O., S. 103.
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シュナーが説いたように，契約書を分析するために要するコストと比較して
契約の価値が著しく高い場合等，約款使用という事実が交渉拒絶表示として
の価値を有しない場合があることを基礎付ける試みが見られる。
我が国においては，消費者契約法の制定過程においても，民法改正の過程
においても，当事者の交渉に着目して内容規制排除の枠組みを立てることを
回避したが，その背景には，実質的な交渉の存否を判断するための困難さが
指摘されている。そこで，ドイツの連邦裁判所が示してきた枠組みは，交渉
の存否を判断する枠組みの一つのモデルとして，参考になるように見える。
我が国における改正民法の審議過程では，事業者や消費者といった当事者の
属性に着目して交渉力の格差が論じられ，顧客が事業者の場合には交渉の格
差が存在しないため，こうした格差を是正すべく交渉を内容規制排除の要件
とすることには必然性がないとの議論が見られた。しかし，ドイツの約款規
制法における個別的合意に関する通説や判例の理論は，約款を使用すること
自体が有する交渉拒絶の表示価値を重視するものであって，当事者の属性に
決定的な意味を与えるものではないように見える。
加えて，ドイツ民法は「多数の契約のために予め書式化された全ての契約
条項」
（民法第305条項文）を約款に含めるのに対し，我が国の改正民法
は，内容規制の対象を定型約款，即ち「ある特定の者が不特定多数の者を相
手方として行う取引であって，その内容の全部又は一部が画一的であること
がその双方にとって合理的なもの」に限定している。この限定は，民法改正
の過程での審議状況からすれば，後に交渉が行われることが予定されていな
いものへの約款の限定である。この意味で，我が国の改正民法は，約款使用
自体を交渉の拒絶と捉えるのではなく，約款の中にも実質的に交渉の余地を
残したものと残さないものとを区別し，後者についてのみ内容規制を定める
ものである。そうであれば，約款使用者が約款使用を通じて交渉を拒絶する
意思を表明しているにもかかわらず，相手方の認識のみで個別的合意の存在
を基礎付けることができるとすることには疑いがある。個別的合意を通じて
内容規制を排除するための条件として，定型約款の提示を通じて示された交
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渉を拒絶する表示を自ら消滅させることを約款使用者に求めることには，合
理性があるように見える116。
問題として残るのは，我が国でも繰返し論じられてきたように117，任意
法規と異なる「規定の核心」部分につき変更可能とする意思を真摯に表明し
なければならないとするときに，他の条項に関する譲歩をどの程度当該条項
に対する交渉の余地として顧慮し得るかである。ドイツの判例学説は，基本
的には，他の条件についての譲歩は必ずしも法律と異なる条項に対する商議
を意味しないとの立場を採用しているが，その背景には，秩序付け機能は任
意法規ごとに与えられているとの観念があるようにも見える。しかし，ドイ
ツにおいては，1970年代頃より，内容規制の構造が任意法規の逸脱により特
徴づけられる構造から契約目的の危殆化により特徴づけられる構造へと変容
してきているようにも見える118。こうした内容規制の構造の変容は個別的
合意の在り方に対しても影響を及ぼす可能性があり，検討の必要があると考
えられるが，この点については，稿を改めて検討することとしたい。

116

約款使用を通じた交渉の排斥については，横山美夏「約款」法教394号（2013年）

頁参照。横山は，「『すべてのお客様との取引はこの約款で処理しております』という，
約款の画一的適用それ自体が，交渉の可能性を排斥しうる」とし，
「約款の画一的な適
用は契約条項の交渉可能性を排除し，それにより約款使用者が自己の免責条項などを相
手方に押しつける余地を生じさせる」と述べている。
117

松井前掲注⑴164頁，河上前掲注⑴149頁。

118

例えば，ドイツ民法307条

項

号（旧約款規制法条

項

号）は，条項が「契約

の本旨るから生じる重要な権利又は義務を制限し，契約目的の到達が危殆化されると
き」は，その条項は不当な不利益の疑いがあるとし，契約目的の危殆化を条項を無効と
する要件としている。
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