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Ⅰ　序　説

1　今日までの債権法改正議論

2014年末である現在、民法（債権法）の改正に関する論議が法務省の主導で行

われた。民法の債権法部分について今日の社会経済情勢に適合させるための見直

しを行うべきであるという指摘があることを踏まえての抜本的改革という形で今

日まで議論が行われてきているのである。それは法制審議会の総会において債権

法改正の諮問がなされたことによって、2009年の11月の法制審議会民法（債権関

係）部会において、民法のうち債権関係の規定の見直しについての調査審議が初

めて行われた1）ことに始まった。 4年以上にわたって行われた部会の審議は、

2013年 2月26日に開催された第71回会議を経て「民法（債権関係）の改正に関す

る中間試案」（以下「中間試案」）が決定、同年 4月16日から 6月17日にかけて実

施された中間試案へのパブリックコメントを受けて、順次「要綱案のたたき台」

が公表される等の過程を経て、2016年 2月頃を目処とする改正要綱案の取り纏め

の段階に入っていたところ、2014年 8月26日に開催された第96回において「民法

（債権関係）の改正に関する要綱仮案（以下、要綱仮案）」が決定されたのである。

しかし、民法改正を今、行う必要があるのだろうか。そのことに関してはいま

だ疑問が残る。そもそも民法の改正につき、我々一般国民の間で周知の事実であ

るとは言い難く、その議論の存在さえも知らない者も少なくない数存在するであ

ろう。「国民に分かりやすく」と銘打たれる民法改正ではあるが、はたして国民

がこれを要請しているものなのであろうか、いや、民意が反映された形で始まっ

たとはいえないものである2）。

これに関して、上で述べたように国際情勢を含めた「社会経済情勢に適合させ

るため」、「国民に分かりやすく」等と法制審議会では理由を挙げているが3）、確

かに、1896年という 1世紀以上も前に作られた民法であるからこそ、社会の実態

に沿った形での改正の必要性は認められる上、改正がなされれば国際取引におい

て新たな日本民法が準拠法として採用されることによって、日本の企業が紛争解

決などの点で有利になることや、いまだ判例のみでしか確立されていない基準を

明文化することで外部からの予測可能性を高めることで、より採用されるように

なるという利点も考えうる4）。とはいえ、個々人が自由な意思に基づき法律関係

を形成することができるという「私的自治」、「契約の自由」を原則としてきた現



401

行民法の原則を今回の改正によって歪めることがあってはならない。また、民法

はすべての国民の日常生活に広く関係する法律であり、市民生活を規定するもの

である。それを踏まえると、社会経済情勢への対応を望むならば、その規定によ

り生活する一般市民や企業の意思が反映されるものでなくてはならないだろう。

このたびの改正はそれらの意思の反映の欠如につき疑問を呈さざるをえない。

ところで、わが国の現在の経済事情をみるに取引や契約形態の変化に伴い、取

引において大量の定型取引を迅速かつ効率的・安定的に行うことを求められる場

面が増えていくことになってきた。そのため、わが国では当事者が契約内容につ

き個別的に協議することなく契約条項を包括的に承認することで契約を成立させ

る「約款」が民法には規定されていないものの使用されてきたことはいうまでも

ない。現在、民法（債権関係）の改正論議において、その議題の一つに「約款（定

型約款）」の明文化があり、多くの議論が交わされている。そして、2014年 8月

に要綱仮案が決定されたのだが、定型約款についてはいまだ決定に至らず留保項

目となり、同年12月末においても継続審議となっているのが現状である。

2　本稿の目的

このようにいまだ議論が紛糾する約款に関しては、その現状の使われ方や民法

規定による影響はこのたびの民法改正の中でも極めて大きいものであるといえよ

う。今現在続く約款の議論は市民の利益、行政の思惑、経済界の利益、学者の持

論等が複雑に絡み合った今回の民法改正の議論の複雑さを典型的に表したものと

いえるのではないか。であるからこそ、民法改正の論点の中でも約款につき考察

を行うことに意義があるものと考える。

したがって、本稿ではまず現状の約款の基本の性質を踏まえることからはじめ、

現時点での新たな約款規定の案を考察することにしたい。その中で、そもそも約

款の規制を民法に規定することによって行う必要性があるのかという疑問にも答

えながら、他国の約款規制を検討した上で、わが国の約款の民法規定への是非を

問うことにしたい。

Ⅱ　約款の基本論

1　約款とは―附合契約性

今日、わが国内での約款の利用は保険、銀行取引をはじめ運送契約、旅行契約
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など企業間取引や日常生活の中の幅広い分野でみることができ、取引社会に深く

浸透しているといえる。そもそも約款とは多数の契約について法の規定を補完ま

たは変更する条項の総体等のことをいうが、約款の登場は19世紀から20世紀にか

けての大量の商品生産や交通機関の発達などの技術革新に助けられて、その大量

販売の要請から、大量取引・大量契約が迅速かつ正確に処理される必要が生じる

ことになった5）ことが大きい。この対処を可能にする法的技術として契約を定型

化した普通取引約款（Allgemeine Geschäftsbedingungen=AGB）が生まれたのである。

当初はもっぱら商人間でのみ使われていたのだが、やがて今日のように対消費者

も含めて広い領域で使われるようになり、あらゆる分野で見受けられるように

なった6）。約款の普及は企業の大量かつ迅速で大規模な事業形態を背景にするこ

とは当然であるといえるが、それはつまり企業にとって合理化や自らの経済的地

位の維持強化の企図に合致したものに他ならないからである7）。なぜなら法が持

つ抽象的な規範を、約款を使用することで具体化し、より起こりうるトラブルを

予測可能な形に契約を仕上げることができるようになる8）ためである。このこと

から、約款の登場やその法的技術を発展させ、現代社会になくてはならないもの

にしたのは、それを利用してきた企業であるといえるのではないか。

この約款の登場によって煩瑣な取引を簡便にし、交渉や管理コストを削減する

など取引の合理化を進めることができた一方で、あらかじめ作成された契約条項

（約款）を一方の当事者（約款設定者）が契約の内容としてあらかじめ設定すると

いう形をとるため、契約の相手方がその内容に関して意見することはまず考えら

れず、また、膨大な条項群によって相手方の個々の条項への不知を生み出すこと

となり、約款設定者によって一方的に作成される約款の中には取引の相手方が気

づかないうちに免責条項のような不当に不利な条項が挿入され、その内容を認識

せず同意をする危険性も存在する。加えて、取引の相手方の交渉力には限界があ

り、また、約款内の条項に関する交渉や吟味がもたらす成果がそれに要する費用

や苦労に見合わないこともあり、多くは放置されることになりうる9）。特に一般

消費者ならば、十分な理解をすることなく、また理解を誤ることで契約後にトラ

ブルに巻き込まれるというケースも考えうる10）。

以上のような使われ方をしているため、相手方には約款設定者の提示した条項

内容に同意して契約に加わるか、その契約自体を諦めるかの選択しかなく、フラ

ンスなどではその事業者側の契約の押しつけと相手方の服従（附従・附合）とい

う状況に着目して「附合契約（contract d’adhésion）」と呼んだ11）。つまり、画一・
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定型的契約を目的とする約款は内容の不変更を前提としたものであるため、設定

者側はその変更を認めない、またはそもそも相手方が条項を変更する取引能力、

時間を有しないといった理由から相手方は約款を使用する契約への附合を余儀な

くされるのである。「私的自治」、「契約自由」を背景に、取引の合理化・効率化

のために普及した約款ではあるが、当事者の交渉と合意を基礎としてきた伝統的

な契約法としては明確な意思を要求しないという点で異質な性格を有するといえ

る12）。

2　約款の機能

商人間における大量取引の迅速確実な処理への要請を受けた約款は抽象的な公

の法を具体化して新たな取引関係に適合する内容へと法を修正・補充する役割を

得た他に、新たな契約類型13）を生み出してきたために「経済の自成法」14）とまで

称されるようにもなった。企業はこうした約款の利用により、自己の法的予見可

能性を高め、取引上のあらゆるリスクに計算可能性を与える上に、時間短縮・簡

素化により事務処理費用を削減する効用を得る（合理化効果）ことやサービス契

約そのものの商品化に伴い条件が複雑に組み合わされた契約内容の形成（商品開

発効果）もできるようになった。このような機能が最終的には顧客の利益にもつ

ながるものと考えることも可能である15）。以上のように経済的利点がその利用に

よって見込まれるのであるが、それ以外にも極めて重要であるといえることに、

約款は法的にも合理的な作用を及ぼすという機能があることだ。具体的には、訴

訟における既存法の抽象さによって引き起こされる事象を排除、またはコント

ロールすることに資することで、既存の法原則の欠缺を補い、法の明確化と補完

を効率的にすることとなりうる16）。すなわち、取引において制定法の補充を必要

とする項目を事前に一覧にすることによって既存の法による解釈の余地を残さず、

解釈の余地を残すことで生まれる法的不安定性を除去することが約款により可能

となるわけである。トラブルが生じた場合にも一律とした基準によって解決され

るわけであり、時間・費用のコスト解決にもつながるのである。ただし、このよ

うな利益を背景に約款が法にとって代わる形、つまり公の秩序に関しない規定と

して、多数の契約のために事実上、一種の規範性を要求するところに問題が生じ

ている可能性は否定できない。しかし、19世紀末に制定された民法の旧式化、欠

缺によって補充の必要性も生じているわけであり、また、約款の使用によって十

分な法律知識を得ていないものによっても現状の約款を利用する方法で複雑な商
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取引を可能にしていることを踏まえると一概に排除すべきものとは言い難い。

3　約款の隠蔽効果

前節では約款の機能や性質を述べたが、契約の内容となるように利用されてい

るために問題となることがあり、それは約款の「隠蔽効果」に主に起因している。

隠蔽効果とは、多数の条項からなる約款の場合、相手方において、約款の内容を

十分に認識しないまま、あるいは理解しないまま、約款の適用に合意し、これに

拘束されてしまう恐れがあるという効果のことをいう。その隠蔽効果を前提にさ

らに問題となりうる焦点を絞ると、第 1に、契約の大原則からすれば、契約とな

りうる各条項の内容を認識しないまま契約を交わしたとしても、内容に関する意

思表示の合致がないため契約が成立しように思われるが、一方的に設定された約

款がその内容につき十分な認識や合意のない相手方を拘束するような契約内容の

一部を構成すること（約款の拘束性の根拠）を問題として挙げることができる。第

2に、約款が契約の内容となってしまった場合に免責条項に代表されるような相

手方に一方的に不利な条項や不意打ち条項からどのように保護するかということ

が挙げられる。以上のような約款の隠蔽効果より生ずる問題は民法改正論議でも

当然に挙げられている。そのための検討事項として、大別して、そもそもなぜ約

款が契約の内容となるのかという①約款の組入要件について、そして内容として

拘束されるならば不当なものにも拘束力はあるのかという②約款の内容規制につ

いての 2つを取りあげたい。

現状（2014年）のわが国では不当な約款を規制するための一般的法規及び約款

に関する特別な規定も存在していないが、その一方で、適正に使用させるための

多様な規制17）が行われてきたわけである。その中でもとりわけ個別の特別法や

監督官庁による認可手続が重要な役割を担ってきた。これはわが国独自的なもの

といえる18）。一方で、消費者契約に限るのであれば、このような約款の隠蔽効果

に対して、2000年に制定された消費者契約法では約款に限らないものではあるも

のの、不当条項の無効等の一連の規定が置かれており、特に 3条 1項では「事業

者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費

者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するよう……

努めなければならない」と隠蔽効果を軽減させるように求めたものであると評価

できる19）が努力義務を課したにすぎず、十分とはいえないだろう。
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（ 1） 約款の拘束性

約款を契約の内容として組み入れること、つまり契約の内容として拘束するこ

とが問題となるのは契約の相手方が約款の条項につき不知であるような場合であ

る。その拘束性の根拠となってきたのは、損害保険会社の普通火災保険約款に関

する大判大正 4年12月24日（民録21巻2182頁）をリーディングモデルとする所謂、

意思推定理論（契約説）である。保険に限らず約款による契約の性質を「当事者

双方が特に普通保険約款に寄らざる旨の意志を表示せずして契約したるときは反

証なき限り其の約款に依るの意志を以て契約したるものと推定」し、「約款によ

る旨を記載せる申込書に保険契約者が任意調印をなしたる場合においては、……

当時その約款の内容を知悉せざりしときと雖も一応之による意志を持って契約を

したものと推定とするのを当然とす」る、というように「約款による」という意

思の推定20）によって内容には不知であったとしても約款の条項の拘束力を認め

ている。とはいえ、この判決ではあらかじめ資料が配布されていたこと、約款が

保険業法の定めに応じて設定され認可を受けていること、顧客の任意調印があっ

たことなどを背景としてその拘束力を認めていたのだが21）、その後大審院から最

高裁の時代となっても、保険契約に限らず多くの約款は合意の意思が推定される

傾向22）にあり、その典型的事例が関東大震災に関する多くの判例として存在し23）、

一部は社会問題ともなった。

この点を踏まえると、約款によらないなどとする意思の表明はまず行われるこ

とはなく原則として推定が働くことになる。そのため、推定を覆すにはある条項

の存在につき不知であるだけでは足りず、そのような条項を含む契約を結ぶ意思

がなかったものと証明しなくてはならないことから非常に困難であり、判例上、

意思の推定を覆したことにより約款の組入を否定したものは存在しなかった。今

日では約款による意思によって契約がなされたと推定されることは判例上確立し

たといえよう。それゆえに裁判所のコントロールでは約款の隠蔽効果は抑制され

るとは言い難いということを否定できない。それでは他のコントロールはどうで

あろうか。

行政のコントロールにおいて、約款によっては保険、電力供給契約を例に、主

務大臣の認可を必要とするものがある。この主務大臣の認可は約款の拘束力にど

のように影響するのだろうか。地方での裁判例24）上では、「国家の監督的作用に

より約款はその合理性を保証されることとなり、合理的な保険契約の内容として

保険関係者よりなるある種の団体内部における法規的性格を持つのにいたるので
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あって、保険契約者において、特に約款の個々的内容を意欲することを待たずし

て、保険契約の締結と同時に保険関係者はこれに拘束されるものと解すべき」と

して認可に法規制を認め、拘束性の根拠とするものがある。しかし、認可は経済

的優位にある企業がその地位を不当に利用することを抑制し、その合理性並びに

正当性にある程度の保証を与えることよって、一般市民を保護するための公法上

の義務の一つにすぎず、認可を欠く約款であっても私法上の効力を否定すること

はできないとの見解が強い25）。加えて、それらの特別法は事業の執行につき約款

作成義務、その認可を強制するものであっても、「認可のあった約款を相手方が

承諾した」ことによって拘束性が根拠づけられているのであり、これにより約款

の拘束性を導くことはできないだろう。また、認可による約款での契約を認めな

いという規制（保険業法 1条 2項、電気事業法19条等）であっても、認可が根拠を

与えているのではなく、個々の特別法が拘束性の許可を与えているにすぎず、行

政でのコントロールによっても、隠蔽効果の抑制が十分にできているとも、拘束

性の根拠が示されているとも言い難いことに問題がある。

（ 2） 約款の内容規制

ある種のサービスを受けたいときに約款設定者側から十分な説明を受けた場合

において（隠蔽効果を消滅させた場合）、約款の条項が契約の内容となるならば約

款の機能により、契約内容の一部となって拘束を受けなくてはならなくなるが、

例えば、その業界すべての同業社が不合理な条項を含めていた場合ならば、その

サービスを必須としている者は、約款の附合契約性から選択に対する実質的な自

由がなくなるといえる。そのため、経済的優位性を持つ約款設定者側から不公正

な条項をいかに排除するかが問題となるわけであるが、従来、わが国では主に各

業法による行政的規制によってその排除が行われてきた。ゆえに司法や立法によ

る規制は十分とはいえず、司法では「たんに例文に過ぎず、当事者においてこれ

に拘束される意思を有しないものと解するのが相当である」としてその不当な条

項の拘束性を否定する規制方法である「例文解釈」26）によるものを除けば公序良

俗などの一般条項による排除が散見されるにとどまっていた。例文解釈は裁判所

があえて規約上の文言を無視するという、不当な条項に対して規制しうるのに有

効な技法であると考えることもできるが、その適用領域は、賃貸等の私人間の契

約書に集中していて、庶民向けの紛争解決手段とみられている27）上、解釈によ

り結果が変化するため、結果予測が難しく法的安定性の面からも適切な規制とは
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言い難い。しかし、約款規制の一方法として注目に値する技法だろう。

一方で、立法的規制においては消費者契約法等が不当条項の内容的規制への手

がかりとなる規制を盛り込んでいる。最近の判例であり、約款と消費者契約法の

交錯がみられる最判平成23年 7月15日（民集65巻 5号2269頁）や最判平成24年 3

月16日（民集66巻 5号2216頁）では、約款の条項の不当性を判断する際に消費者

契約法10条を根拠に判断しようとしている。消費者契約法10条は事業者対消費者

に限るものであるけれども「民法、商法（明治32年法律第48号）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

消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1条第 2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。」とあ

り、約款の規制において一役を担うことができるものと考える。

4　約款と消費者契約法28）

消費者法と約款法には情報や交渉力の格差に由来する問題が重なり合う形で含

まれていることから、多くの共通要素があることは否定できない。しかし約款は

事業者対事業者でも議論されうる問題であり、当事者間での内容の認識が及び難

い隠蔽効果の存在を前提としている点で、単に消費者を保護するために規定され

る規律とは異なる背景を持つ。確かに、今日事業者対消費者で使われている大量

契約の圧倒的多数が約款を使用していることを考えると、その契約の内容になる

ための要件や開示義務等、示す必要があるのは間違いないが、民法に置くことに

よって事業者間取引にも適用があるならば、現状の自由な約款を使用した取引の

阻害となる恐れもある。そのため、消費者契約法と約款規制を完全に重ねて議論

せず、取引慣習への配慮や柔軟な判断余地を残す必要もあるものと考えられる。

5　小　括

今まで、現状における約款の使われ方や機能、問題点を取り上げてみたが、筆

者が考えるにわが国の約款制度は利便性や必要性を背景にして、その利用につき

規制が不十分なまま使われているように考えられる。判例や特別法で応急的にそ

の利用を認めうる基礎を用意しているも、約款が法的技術としての側面を持つ以

上、安定性や理論的側面においても現状維持では済ませるべき問題ではないよう

に思える。しかし、約款の発展は経済活動によって育まれてきたことは否定でき

ない。そうであるならば、約款を利用してきた、そして将来的にも利用するであ



408　法律学研究54号（2015）

ろう企業の意見を無視して以上で挙げられた問題を解決することのみ考えて今回

の改正が行われるのならば、有用な法的技術であった約款の使用・発展を妨げて

しまう恐れがあるのではないか。約款の弊害を受けてきた契約の相手を保護しつ

つも、経済活動の妨げとならない、そのような改正である必要があると考える。

次章では以上の視点からこのたびの民法改正につき決定された範囲での改正案に

ついて検討を行っていきたい。

Ⅲ　要綱仮案（案）にみる約款規定

平成26年12月現在、要綱仮案が決定され、この仮案は、法制審議会での議論の

内容を集約したものであり、一部、決定が留保された内容を除き、事実上の法案

ベースとなるものであるのだが、約款（要綱仮案中では定型約款と称されている）

については項目全体について決定に至らず留保項目となり、引き続き検討が行わ

れているために、要綱仮案に含まれることはなかった。

そのため本稿では要綱仮案の決定の際のたたき台となった「民法（債権関係）

の改正に関する要綱仮案（案）」（以下、要綱仮案（案））をもとに、民法に規定さ

れる約款規定の中でも、筆者が特に重要な論点であると考えている①隠蔽効果の

抑制及び約款の組入要件、②約款の内容規制の 2つを中心に検討していきたい。

要綱仮案（案）の全体像をとらえると、 1項では民法で規定すべきと提案された

約款（定型約款という用語を創設）の定義を示し、 2項ではその約款が契約の内容

となる（契約の一部になる）ための要件（例外としていわゆる信義則に反する条項は、

契約の内容とはならない）こと、 3項ではその約款の内容の開示義務を、 4項では

その約款の変更についての要件などを示している。以下では、①、②を検討する

ために必要と思われる要綱仮案（案）における約款規定の内容の一部を示す。

【第28】　定型約款

〈 1〉　定型約款

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、相手方が不特定多数であって給付の内容が均一である取引その他の取引

の内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的な取

引（以下「定型取引」という。）において、契約の内容を補充することを目的

として当該定型取引の当事者の一方により準備された条項の総体をいう。
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〈 2〉　定型約款によって契約の内容が補充されるための要件等

定型約款によって契約の内容が補充されるための要件等について、次のよう

な規律を設けるものとする。

（ 1）　定型取引の当事者は、定型約款によって契約の内容を補充すること

を合意した場合のほか、定型約款を準備した者（以下この第28において

「定型約款準備者」という。）があらかじめ当該定型約款によって契約の内

容が補充される旨を相手方に表示した場合において、定型取引合意（定

型取引を行うことの合意をいう。以下同じ。）をしたときは、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。

（ 2）　（ 1）の条項には、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、当該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 1条第 2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は、含まないものとする。

〈 3〉　定型約款の内容の開示義務

定型約款の内容の開示義務について、次のような規律を設けるものとする。

（ 1）　定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合

意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場

合には、遅滞なく、相当な方法で当該定型約款の内容を示さなければな

らない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載

した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたとき

は、この限りでない。

（ 2）　定型約款準備者が、定型取引合意の前において、（ 1）の請求を拒

んだときは、〈 2〉の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害

が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

1　約款の定義―第28 - 1項

現行民法には約款の定義の明文規定は存在しないため、定型約款という新たな

規制を行うために、規制を受ける定型約款について新たに定義を置く必要がある。

中間試案、その後のたたき台と定義する言葉が「約款」、「定型条項」と変化して

いったが、要綱仮案（案）では定型約款という形におさまった。各案が出るたび
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にその定義では適切ではないとする意見が出たこともあり、この定義を決めるに

あたって議論が繰り返し行われたことの証左であるといえよう。この定義に当て

はまるか否かにおいて、 2項以下の規制を受けるわけであるため、定義の決定に

ついては重要な論点であると考えられる。

要綱仮案（案）では要件を①取引の内容の全部又は一部が画一的であることが

両当事者にとって合理的であること、②契約の内容の補充を目的として作成され

たものであることと整理している。その他、注目すべき点として、事業者と消費

者との間の取引に限定されていないことがある。約款の隠蔽効果や当事者間の交

渉力や情報の格差が原因として問題が生じるのであるが、この問題から主に保護

の必要性があるのが事業対消費者の取引であると考えがちであるが、定義に該当

する限り、事業者と事業者との間の約款を使用する取引においても民法の新規定

の対象となる。これは、民法における約款に関する規定は、消費者保護の観点だ

けでなく、そもそも、約款については契約成立の大原則である契約内容の認識と

合意を厳格に要求することが困難であるため、かかる原則的要件に代わり、約款

に契約としての拘束力を認めるための要件は何かという私法上の権利義務に関す

る一般的な問題としても検討されているといえよう。そのため、民法上の「約款」

は、事業者対消費者の取引に限定されることはないと考えられる。ただし、本来

の必要以上の保護を認めることによる弊害も生まれる可能性がある。事業者間で

高い利便性を有していた約款取引が民法の規定によって必要としていない以上の

枷となって円滑な利用、ひいては経済活動を妨げる恐れがある。経済界も定義に

関する各案につきパブリックコメントを出している団体が多いことからそれを危

惧していたように見受けられる。それを踏まえてなのか、事務当局の補足説明で

は、定義に該当するか否か、基本的には「定型約款」には該当しない例を幾つか

挙げている29）上に、事実上の力関係などによって交渉可能性のない取引に係る

契約書についてはケースバイケースで合理性の判断を行って約款の該当性を決定

するとしている30）。

しかし、以上のような背景があったとしても、約款規制の対象とする取引であ

る「取引の内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的

な取引」が具体的にどのようなものを指すかが要綱仮案（案）の文言では明瞭と

はいえないことは否定できない。定義が抽象的であればそれだけ多義的な解釈を

許してしまい、約款規制の基礎部分で不安を残してしまう点で問題ではないだろ

うか。補足説明にあるような解釈を文言から当然に導きだせるのかは疑問があ
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る31）。また検討の最終段階である要綱仮案（案）において「定型取引」32）、「補充」

という新たな文言が取り入れられたことも、今までの議論の流れを曖昧にし、不

必要に解釈を許してしまうのではないだろうか。また実務からも、定義そのもの

においても明確なものであるとは言い難く、銀行などの事業者は各文書につきそ

の定義に照らした慎重な検討が必要とされる33）等と現決定についても批判的な

意見は多い。

2　約款の組入要件―第28 - 2項（ 1）

約款組入につき明文規定のない現状では、組入の意思を推定し当事者間で契約

の合意があったものとしてその拘束を認めている34）が、要綱仮案（案）において

この条文を置くことで意思推定によらずに約款の組入要件を示し、約款の契約内

容への組入に法的根拠を与えることができるようになり、法的にも取引的にも安

定性を高めることができる。とはいえ、約款組入を認めるための要件をどうする

べきか、条文について注目していきたい。

約款組入規制についてはその導入の仕方次第では当事者の交渉の阻害や、隠蔽

効果を促進してしまう恐れがある。なぜならば、民法の規定において「定型約款

によって契約の内容を補充することを合意した場合」に組入を認めることは、約

款を読ませるまでもなく合意さえ得られれば組み入れることとなり、交渉や約款

を提示する機会を減らそうとする定型約款準備者が現れる可能性があるからであ

る。そして、契約内容となるためには、定型約款によって契約の内容を補充する

ことの合意は内容を認識する必要を求めていない。合意が何について合意してい

るのかということを考えると、認識しないで合意、さらには認識する機会もなし

に合意とは論理的矛盾を孕んでいるようにさえ思える。であるならば、約款組入

規制は当事者の内心の合致を原則とする契約の本質になじむものではないように

思われる。とはいえ、厳格にとらえると実務において解決できない事例を多く抱

えてしまうことを考えると、契約合意を柔軟に認めることを頭から否定できない。

また、中間試案では内容を知る機会の確保についての案が存在していたが、要綱

仮案（案）では削除されていたことにも注目したい。確かに、中間試案の段階で

は多大な費用がかかるといった実務からの批判もあったが、約款の問題点である

隠蔽効果に対する民法でのアプローチの一つが約款の内容の事前開示義務（知る

機会の確保）であり、それは重要な条項であればあるほど事前開示が重要となっ

てくるだろう。これは当事者間の合意の中で最低限の要請を示したものではない
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だろうか。

3　不公正な条項の排除―第28 - 2項（ 2）

約款を用いた契約締結は、相手方の契約内容への合意の程度が通常の契約締結

の場合に比して低くても足りるとしたことに対応して、契約内容を必ずしも十分

に把握していない相手方に生じうる不利益を、合理的な範囲で回避するための不

公正な条項の排除を行う必要がある。要綱仮案（案）では中間試案で存在してい

た不当条項規制と不意打ち条項規制を一本化し、 2項（ 1）の組入を原則としつ

つも、一定の条件に当てはまり、かつ信義則に違反する条文であった場合を例外

としてその条項を含まないものとする例外を置き、信義則を持ち出して約款の内

容規制に対するアプローチをしようとしていると考えられる35）。したがって、あ

る条項が相手方に不利益であっても、信義則に違反するまでのない当該問題と

なった条項は不当条項には当たらないことになる。ところが、この条項は約款の

拘束力を基礎づける議論と内容の規制を重ねて判断しようとするもので内容を一

層複雑にしている。というのは、約款が契約の内容となるか否かの議論が前提に

あり、その後に約款として不当な条項が内容となるか否かの議論が出てくるわけ

であり、前者と後者とを融合して論じることは、本来、パラレルな問題ではない

はずの拘束性の根拠と内容規制を一緒に規定することになるので疑問が残る。

また信義則に反するような法律行為（ここではそのような条項を置くこと）は当

然に無効となるとするような確認的な趣旨であるとするならば、定型約款につい

てのみこのような規定を設ける趣旨が明確ではない。加えて、消費者契約法10条

と同様の規律であるようにみえる以上、その「信義則」の差異を解釈によって生

み出すような問題が生まれることも考えうる。

4　定型約款の内容の開示義務

約款の開示義務を設けることで隠蔽効果の緩和を狙い、なおかつ、内容の開示

義務は相手からの請求があって初めて負うこととなる構成は実務上の負担を考慮

したものと考えられる。とはいえ、約款開示要求がないのならば、約款が相手方

の目に触れない場にあったとしても、拘束性の根拠となる合意になってしまうよ

うなことになり、いまだ肯定しがたい。また、文言中に「相当な解釈」とあるが

これも誰によって相当なものかと多義的な解釈を許す36）ことになり、混乱を招

く恐れもありうる。
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5　小　括

この章では要綱仮案（案）に対しての考えを示してきた。民法に規定するとい

う約款について強力な立法的コントロールを行う契機ではあるが、要綱仮案（案）

では約款を民法に規定しようとしたそもそもの問題である隠蔽効果を促進するこ

とになりかねない。契約内容について意思の不存在に拘束を認める根拠が不十分

であることを筆頭に、いまだ論議が十分に尽くされていないのは明らかである。

これがこのまま民法として定められるのは肯定しがたい。そのため、ここで約款

規制につき先に足を進めている諸外国の規制に着目し、わが国との比較を行えな

いか次章で検討する。

Ⅳ　諸外国の約款規定

1　序　論

わが国においては、かなりの業種について特定行政庁が約款の認可権限を持っ

ており、このような権限等を利用して行政からのコントロールが行われている分

野も多い。欧州では、このような行政庁の認可権限はわが国に比較して少ないが、

約款の法制化については、欧州諸国に制度がみられ、わが国の約款規定の在り方

を検討する上で参考になると思われる。ドイツをはじめとしてイタリアやイスラ

エルで約款規制を目的とする法が立法されており、他方で民法等の一般法につい

て約款適正化に有効な改正を行った国に、フランス、スウェーデン及びオースト

リアがある37）。以下、法制度を中心に概観する。

各国の約款に関する法律は、約款のみを規制の対象とする約款規制法といえる

もの、消費者と事業者の間の契約全般を規制の対象とし、その枠の中で約款も規

制するもの、一定の契約類型を規制の対象とすることにより、そのような契約に

おいて用いられる約款条項も規制されることとなるもの、すべての契約を規制す

る法律によって約款の内容も規制されるもの等が挙げられる。だが当初は欧州諸

国において約款による契約が広く行われていなかったので、約款を使用する契約

についての特別な法理はなく、そのため、裁判所は約款の内容について、民法等

の公序良俗条項、信義則の適用や約款内容の解釈の方法の工夫等により、取引の

相手方に不利となっている契約内容を否定・変更することで対応してきた。この

ような判例の蓄積によって、約款の内容が一義的に確定できない場合には約款の
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作成者に不利に解釈する原理、約款作成者の免責内容として許される範囲の基準

等が生まれた。これらの成果は、各国における款約の規制に関する特別法の制定

に役立っているが、このような抽象的な規定・原則等によれば法的安定性の面で

問題があり、また、判決は訴訟当事者にしか効力がないこと等の問題も散見され

た。以上の理由により現在では別の制度等により規制を行っている。以下では欧

州に限らず具体的に各国の約款規制に関する法を検討していきたい。

2　ドイツ法38）―約款規制法

旧西ドイツでは約款規制のための特別法を制定している。すなわち約款そのも

のを規制対象として不当条項を具体的に規定する、1976年に施行された西ドイツ

の普通取引約款規制法である。同法は、同法に定める類型のいずれかに当たる契

約条項が約款に用いられている場合には、その条項は絶対的に無効であるとして

いる（同法11条）。この他に、場合によっては無効とされる契約条項類型が定めら

れており（同法10条）、さらに、これらの類型には当たらないが無効とすべき契約

条項を抽象的・一般的に規定して漏れのないようにしている（ 9条）。とはいえ、

立法者は久しく議論されてきた解決モデルのうち最小限可能な解決にとどめるこ

とにしたといわれるように39）最適ではないが、約款規制の内容を法定したこと

が注目に値する。

2002年のドイツ民法改正において、旧約款規制法の実体法部分をほぼ同旨の内

容のままドイツ民法典（BGB）305条から同310条までにかけて挿入する形で、約

款規制法をドイツ民法典に取り込んだ。ドイツにおける約款規制法の民法典への

統合については当初は約款法の専門家の反対があったが、約款規制法に変更を加

えないこと、及び契約法の体系に従った分断をすることなく取り込むことで対応

がなされた。なお、日本とは異なり、ドイツでは、連邦司法省がほぼすべてにわ

たってその権限を有しており、他の監督官庁との権限調整問題は立法における障

害とならないようである。

ドイツの約款規制法の特色は消費者契約に規制を限定せず、その射程を事業者

にも及ばせていたが、しかし、特に消費者契約において厳格な合意を要求してお

り、商人間の取引においては緩やかな要件で組入が認められることから、約款当

事者の間柄によって内容組入の差を明確に示したものと評価できる。つまり、約

款による保護の必要性とその企業の約款利用を阻害してしまう弊害を考慮してい

るのではないだろうか。また、ドイツ民法307条 1項の 2には、ある約款の条項
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を無効にすることができる不当な不利益は、その約款の条項が明確でわかりやす

いものでないことからも生じうるとし、そうでない場合は、いずれにしても原則

的には、無効になると規定している。そのために、約款の条項はわかりやすいも

のではならないが、これを所謂「透明性の原則」といい、約款に平易性・明確性

を要請したものである。この意思はドイツの約款規制に貫かれているものであり、

約款組入の要件についても表れている40）。したがって、契約であるからこそ約款

の組入を相手方の意思に依拠すべき考えを基礎として、約款は認識しうる（理解

可能な）形であることを要請していて、透明性を図ろうとしているのである。

3　フランス法等―行政的規制41）

フランスでは、もともと、サレイユの述べた「附合契約」の概念が先行してい

たため普通取引約款という概念は存在していなかった。そのため約款規制法は存

在せず消費者信用、訪問販売、保険等の契約については契約内容を規制する法規

範が存在し、他方で、商品及び役務についての消費者保護及び消費者情報に関す

る法で、不当条項として一般的に規制しうる契約内容及びこれらの規制を行う不

当条項委員会の設置について定めており、同法に基づくデクレ（décret）によっ

て定められた不当な契約条項は、私法上無効となる（35条、36条）。しかし、この

ようなデクレの制定はあまり行われていない。一方、不当条項委員会は、不当な

条項の削除又は修正を事業者に勧告する権限があり、この勧告は場合によっては

公表されることとなっており（38条）、事前に契約内容が事業者によって修正さ

れることが期待されている。約款を規制する方法として一考する価値はあるよう

に考えられる。

フランスにおける規制と似た国にイギリス、スウェーデン42）もあり、約款規

制につき監視する消費者保護機関等が存在することによって、消費者保護のため

の積極的な活動が行われるようになっている。

イギリスでは、公正取引法により、公正取引委員会が消費者の利益を守り増大

させる指針として、各事業者団体が行動準則（Code of Practice）を作成すること

を奨励し（124条）ている。このため、行動準則は消費者保護に資するものが存

在し、約款の事前の適正化に効果をあげているとの評価もある。同国ではこの他

に、約款に限るものではないが一定の不当な契約内容を私法上無効とする法律

（不公正契約条項法等）が制定されてもいる。スウェーデンでは、不公正契約約款

法が制定され、同法により消費者オンブズマンを設置し、消費者にとって不当な
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内容を持つ約款の使用の差止めを裁判所へ申し立てることができることになって

いる（ 1条、 3条）。

欧州においても、司法機関による判断は、当事者間においてしか効力を有さな

いのが原則であり、また、事後的な規制となるので、私法上の効力を否定する法

律の存在に加えて、このような消費者保護等を担当する行政庁による事前のコン

トロールが存在することは意義が大きいとみられる。

4　韓国法

アジアにおける約款規制において、韓国では不公正な契約条件を「約款の規制

に関する法律」（1986年成立）によって規制を行っている。本法律は本来、消費者

を事業者の立場との格差から起こりうる不利益からの保護を狙う制度として考案

されたのであるが、現在の運用では業者間での力の強弱の格差の保護にまで範囲

は及んでいる43）。韓国では、取引経験の不足する交渉力の弱い零細事業者等が不

公正な約款によって深刻な被害を蒙っており、保護が必要であったという点が大

きい。

韓国の約款においては判例44）は、約款はそれ自体が法規範になることができ

ず、私的自治の原則上約款の拘束力は当事者が約款の内容とする意思に求めなけ

ればならないとする契約説を基礎としている。これを踏まえてか、約款規制法で

は不公正な約款条項を無効にすること（同法 6条）などは契約説を基礎としてい

る。

Ⅴ　提言と結語

要綱仮案（案）の約款規定、及び要綱仮案が公表された後も約款について継続

審議が続き、いまだ結論のみえてこない現状を鑑みれば、このたびの民法改正に

約款を加えることは、時期尚早ではないかと思える。確かに、約款の規制は隠蔽

効果の存在、法的不安定や力関係による格差の是正のために必要であるというの

は今まで述べてきたことではあるが、約款を民法という一般法で規制するにあ

たって、約款規制につき他国の後塵を拝するわが国が今、行うのであるからこそ、

議論を尽くさなければならないのではないか。約款に関する規律が要綱仮案にお

いて留保されてしまった一因には立場の違いによる意見の複雑な対立があり、そ

の複雑な対立関係を改正において擦り合わせようとした結果、要綱仮案（案）が
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決定されたわけである。そのため、中間項を採ったからなのか要綱仮案（案）の

中に抽象的な文言が散見し、それは曖昧な表現を許すことになり立場によって

まったく異なる解釈を可能にさせる。そのことによって、約款の持つ予測可能性

を下げてしまう恐れも生まれてくるだろう。そして将来にわたって解釈論に大き

な余地を残してしまう規律を設けることには賛成できない。それならば、今一度、

約款規制を民法に置く目的を問い直した方がよいのではないだろうか。約款の技

術的地位を高めてきたのは企業であり経済界であることは間違いない。このたび

の民法改正が彼らの意向をまったく無視するような決定ありきの規定になること

に強い反対の念を表明したい。消費者の保護の必要性を声高に主張するならば、

「人」に対して影響を及ぼす民法ではなく、消費者を対象とする消費者法におい

て約款の規制を行えばよいからである。

そこで要綱仮案（案）を検討した限りでは、このたびの民法改正では約款規制

の設置を見送ることを前提として提言を行いたい。諸外国の約款規制を参考に、

筆者の考えとしては民法に約款を置くことを目指すならばドイツの規制を指針と

した約款規制を目指すべきではないかと考える。つまり、まずは約款規制のため

の法律の作成を端とし、法的安定性や消費者保護と実務の調整を目指し、その規

定の運用により約款法が社会経済に馴染んだ上で、将来的に民法に置くことを検

討すればよいだろう。ドイツ法は、約款の拘束力の根拠に相手方の意思に依拠す

べき考えを基礎としている点も、わが国の判例にも沿い、契約の大原則に背くこ

とはなく、約款に透明性を要求することで筆者が問題視する隠蔽効果への対応も

図ろうとしている点で評価できる。また、今回の約款の議論の紛糾原因となるこ

とに、約款の利便性を阻害してしまう恐れから経済界からの反発が強いことが挙

げられるが、対消費者と事業者間で要求する規制を一律にせず、別にすることで

経済界からの理解を得られれば反発を和らげることができるのではないだろうか。

そもそも、透明性の原則を要請することは、平易性・明確性を高めるだけでな

く自己の意思決定によるという契約の法律構成のための最低限の確保ができ、私

的自治に反することなく約款に拘束力を認めることに疑問を挟まないだろう。約

款を読めばわかる、読むことができ、それが推奨される環境を立法をもって整え

ることで、約款の隠蔽効果から生じる弊害を減らせるであろう。それを通じて約

款取引の適正化を確保することができればよいのである。

将来的にわが国以外にも民法に約款を置こうと考える国が現れた場合に、この

たびの民法改正に加えたい一心で不十分な論議によって規定したわが国の約款規
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制がその国の民法の指針として採用されるだろうか。また、それが国民のための

民法改正であるのかと声高に主張したい。だからこそ法制審議会の方々には規定

することありきではなく十分に審議を尽くしてもらいたいことを意見することを

もって、本稿の結語とする。

1） 法務省（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji99.html）。
2） 池田真朗「民法（債権法）改正のプロセスと法制審議会への提言」法律時報82

巻 3号88頁。
3） 民法（債権関係）部会資料 6（http://www.moj.go.jp/content/000023323.pdf）。
4） 池田真朗『民法はおもしろい』講談社（2012年）225頁参照。
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費者契約法の改正に向けて―」鹿野菜穂子ほか編『長尾治助先生追悼論文集　消
費者法と民法』法律文化社（2013年） 3頁参照。
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熟慮の成果としての「契約合意」とはいえず、私的自治を語る地盤が構造的に危
うくなっている。
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なもの保険約款（形ある商品は存在しないため）を代表に存在する。

14） 河上・前掲注 5） 7頁以下。
15） 約款を使用することで無駄な取引時間を節減し、いらぬ紛争を予防し、企業の
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で消費者契約では大量性・反復性といった約款使用の理由は企業側のみに存在し、
消費者にとっては一回限りの契約であるためメリットは少ないとの指摘もある。

16） 石原全『約款法の基礎理論』有斐閣（1995年） 2頁以下参照。
17） 監督官庁による規制（行政のコントロール）、消費者契約法による規制・特別法
による規制（立法のコントロール）、公序良俗による規制・裁判所による規制（司
法のコントロール）等。

18） 前掲注 9）117頁。
19） 鹿野・前掲注10）。
20） 鷹巣信孝「普通取引約款と契約説」九法20号75頁。この意思の推定は顧客の行
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よって約款の拘束力の有無が左右されることは約款の機能はほとんど失われてし
まうといった点に答えることはできていない。

22） 最判昭和42年10月24日裁判集88号741頁では盲目の保険契約者が約款内容を告げ
られることなく、その内容を知らないままに契約書に署名した場合に意思推定が
認められたケースもある。

23） 現在と違い火災保険に地震免責が附されているのは周知の事実とはいえないと
いう事情はあったものの、契約は当事者の自由意志に委ねられるものであり、そ
の上で契約したのであるとして、免責約款の効力を認めた。

24） 甲府地判昭和29年 9月24日下民集 5巻 9号1583頁。
25） 金沢理「批判」ジュリスト482号108頁、石原・前掲注16）171頁以下参照。
26） 河上・前掲注 5）198頁以下参照。
27） 川島武宜『民法総則　法律学全集17』有斐閣（1965年）200頁以下参照。
28） 河上正二「約款法と消費者法」鹿野菜穂子ほか編『長尾治助先生追悼論文集　
消費者法と民法』法律文化社（2013年）34頁以下参照。

29） ①製品の原材料の供給契約等のような事業者間取引に用いられる契約書、②い
わゆるたたき台の契約書、③基本契約書に合意した上で行われる個別の売買取引
に係る契約書。

30） ケースの一つとして画一的であることが両当事者にとって合理的とまではいえ
ない事業者間取引に用いられる契約書が定型約款に含まれない。当該取引におい
ては、通常の契約内容を十分に吟味し、交渉するのが通常であるといえる場合に
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に十分に認識することが前提であり、「契約の内容を補充する」目的があるとは
いえないからである。

31） 例えば力関係で契約交渉できない場合には不当条項規制がかからないのはどう
説明するのか。

32） 法律時報86巻12号。河上正二によると事務当局の補足説明によると条文の「合
理的であると認められる取引（定型取引）」という文言は画一的に契約内容を定
めることが当事者の一方にとって利便性が高い場合をも広く包含するようにも読
め、製品の原材料の供給契約等のような事業者間取引にも広く適用されるとすれ
ば問題であるとの指摘に答えようとしているのであるが、定型取引なる曖昧な中
間項を挿入するのは不安定な要素を積み上げるため不適切という意見もある。

33） 銀行実務2014年11月号96頁。
34） 前掲大判大正 4年12月24日。
35） これに関する当局の説明では信義則を採用したのは「定型約款の特殊性に鑑み
れば、相手方にとって予測し難い条項が置かれている場合には、その内容を容易
に知り得る措置を講じなければ、信義則に反することとなる蓋然性が高いことか
ら導かれる（この限度で不意打ち条項に果たさせようとしていた機能はなお維持
される）。もっとも、これはその条項自体の当・不当の問題と総合考慮すべき事
象であることから、このような観点は一考慮要素として位置づけることとした」
としている。

36） 例えば開示請求者にとって相当か、それとも開示義務者にとって相当かによっ
ても、約款準備者の負担は異なる上、また請求者によっても、事業者、消費者、
または消費者であっても盲目かどうかでその相当基準は異なってくる。

37） 第 9次国民生活審議会消費者政策部会報告。例えばフランスでは、同国の民法
が契約自由の原則に基づき「債務不履行による損害賠償額を契約によって定めた
場合には、その額は変更できない」としている点について、1975年に、「その賠
償額が明らかに不適当である場合には裁判官が増減できる」こと等を強行法とす
る改正を行い、約款等において過大な損害賠償額が定められている場合にこの規
定が適用できることとなった（1152条、1231条）。スウェーデンでは、契約法を
1976年に改正し、「契約条項が種々の事情を考慮すると不公正であるときは、そ
の条項は修正又は無効視される」こと、及び「このような不公正か否かの判断に
当たっては、消費者たる地位もしくは契約関係において劣位を占める者の保護の
必要性に特別の注意を払うべき」ことを規定している（36条）。オーストリアでは、
約款規制のために1979年に民法を改正し、約款に規定された契約内容が効力を生
じない場合として、「約款中の非慣行的な内容の規定が相手方に不利であり、文
書の外観からして相手方が当該規定を考慮する必要がないとき」等、 2つの場合
を規定している（864条、879条）。

38） 条文に関してはマンフレッド・レービンダー（高橋弘訳）「普通約款と消費者保
護」広島大学政経論集26巻 6号166頁以下を参照した。
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39） 石田喜久夫『現代の契約法　増補版』成文堂（2001年）25頁。
40） 法制史議会部会委員　佐成実「比較法資料（ドイツ約款規制法全訳）」より抜粋、

305条 2項（ 1）「約款使用者が、他方の契約当事者に対して約款を明示的に提示
し、または、契約締結方法ゆえに明示的な提示が不相当な困難を伴う場合には契
約締結場所に約款を明確に掲示しておくこと」、（ 2）「約款使用者が、他方の契
約当事者に対して、約款の内容を了知する機会を、約款使用者に認識できる同人
の身体的障害も相応に考慮したうえでの期待可能な方法で与えたこと」、そして
その上で相手方が約款の適用を了承することで組入要件とした。

41） 前掲注37）及び、野村豊弘「契約と約款―意思と規制（フランス）―」比較法
研究49号23頁以下を参考とする。

42） 前掲注37）。
43） 李銀榮「韓国法における消費者保護と約款規制」尹龍澤編『現代の韓国法―そ

の理論と動態―』有斐閣（2004年）131頁以下参照。
44） 例として大法院判決1985年11月26日（84-2543）では「普通保険約款が契約当事
者に拘束力を有するのは、それ自体が法規範または法規範的性質を持つからでは
なく、保険契約当事者間で契約内容に含めることに同意したからである」。


