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日本の民法の編別にしたがった 
英米契約法の実用的コース実施の試み 

 
－中間報告－ 

 
弁護士 渡邉明彦 
(2012 年 6 月 4 日） 

 
はじめに 

 
筆者は大学院在外中に道田信一郎教授の国際取引法、川又良也教授の米国流通証券に関する

スクーリングに参加する機会に恵まれた。両スクーリングとも極めて学術的・専門的なもの

で実用性を標榜するものではなかったが、弁護士として英文契約書に関わるようになってか

ら、そこで受けた訓練、習得した理論・知識は他に替えがたいものがあったと実感している。 
 
実用的、実践的な訓練・知識を得ようとするのであれば、少なくとも一時期、地道な勉学の

時間を過ごすことが決定的に重要であるというのが、筆者の持論である。巷間流布している

英文契約書入門の類いの書籍やセミナーには、何か欠けているものがある、あるいは的外れ

なところがあるというのが、正直な感想である。 
 
話は抽象的になるが、英文契約書を例えば翻訳する（英日翻訳）するにしても、法律的な訓

練を積んでいないといけないのではないか、はたまた、日本語の契約書の英語版を作成しよ

うとすると、日本の法律についてかなり詳しくないと無理ではないのかと思っている。 
 
このような関心から、英文契約書を読み解き、あるいは積極的に作成していく際に必要な英

米契約法の基本的な素養を習得するカリキュラム案を提示して、大方のご批判・ご教示を仰

いでみたい。筆者の実施しているコースは、2 時間の授業を計２０回、半年間で行うという

ものであるが、英文契約書の実務に携わっている方々（企業法務部員・弁護士）の中でも若

手の方々を念頭において、民法典の編別にしたがって英米契約法の知識を身につけ、ときに

応じて実習を行っていくというものである。 
 
「比較法的」というのは大袈裟であることは承知しているが、法学系の学部なりロースクー

ルを出て実際に仕事をする場合、「英語で書かれた契約書」に遭遇することは希ではない現状

からしても、また、「比較」を行うことによって、英米契約法入門への足がかりがつかめるこ

と、さらに反射的にではあるが、日本の契約法（民法・商法中の契約に関係する部分）につ

いても反省ないし、さらに深い理解が得られるという教育的 (pedagogical) な観点からも、

このようなアプローチの意義はあるものと考えている。 
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なにより、このような視点から日本の契約法と英米の契約法とを比較することは、楽しいこ

となのである。 
 

I．カリキュラムの構成 
 
カリキュラムは、１回２時間、２０回の講座として、以下のような構想のもとで実施してい

る。各回の内容は、教材収集の苦労を含め、次節で改めてご紹介するとして、全体をまずご

覧頂きたい。 
 
 
 

 
回

数 

英米契約法上のテ

ーマ 
 

日本の民商法上の

テーマ 
 学習目標 

I. 
総

則 

① 
英文契約書のサン

プル 
 

契約とは何か、英文

契約書はどのよう

なものか 
 

英文契約書のサンプルを例に、日本と英米

の契約は、どのようになっているかを概観

する 

② 契約の成立  民法総則・契約総論  
申込・承諾・約因、その他契約の成立要件

を、比較検討する 

③ 行為能力・代理  民法総則  
未成年者等の取り扱い、契約の効力に及ぼ

す影響と、英米代理制度について概観する 

④ 
意思の瑕疵・違法

性 
 民法総則  

詐欺・脅迫、錯誤の取り扱いを検討するほ

か、公序良俗違反・違法な契約について学

ぶ 

⑤ 表明・保証・誓約  
民法総論・契約総

論・契約各論 
 

英米法特有の表明・保証・誓約という制度

を学ぶとともに、日本の契約法での取り扱

いを検討する 

II.
物 .

権 

⑥ 
不動産売買と対抗

問題 
 物権総論  

英米の不動産売買契約を概観し、「対抗問

題」が、日本法のみならず英米法条も存在

することを確認するとともに、その差異を

検討する 

⑦ 
動産売買契約・動

産担保附取引 
 物権総論・契約各論  

動産売買契約と動産担保附取引について、

日本の契約書と英米の契約書にあらわれ

る差異を検討する 

⑧ 
動産の善意取得・

時効 
 物権総論  

日本法の動産の善意取得制度に類似する

制度を検討するとともに、英米の時効制度

について学ぶ 

⑨ 
先取特権・担保権

の優先劣後 
 物権各論  先取特権 
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⑩ 

相隣関係・地役

権・担保権設定契

約 
 

物権・担保物権・契

約各論 
 

英米の抵当権設定契約（モーゲジ契約）に

ついて、具体的な条項を検討するほか、制

限物権に相応する英米の制度一般を概観

する。 

III.
債

権

総

論 

⑪ 相殺・代物弁済  債権総論  

相殺・代物弁済等の債権の消滅原因といわ

れているものを検討し、相殺制度の差異を

学ぶ 

⑫ 
多数当事者の債権

債務関係 
 債権総論  

保証債務・連帯債務の具体的な内容と、日

本法と英米法における差異を検討する 

⑬ 
債権譲渡・流通証

券 
 

債権総論・手形小切

手法 
 

債権譲渡・債務引受をめぐる日本法と英米

法の差異を検討するとともに、流通証券法

を概観する 

⑭ 
危険の移転・危険

負担 
 契約総論  

さまざまな契約類型に登場する「危険の移

転」について検討するとともに、「危険負

担」について学ぶ 

⑮ 契約と第三者  契約総論  

「第三者のための契約」と、契約上の権利

を第三者が行使できない条項の意味を検

討する 

IV.
契

約

法 

⑯ 瑕疵担保責任  債権総論・契約各論  

warranty と瑕疵担保責任を比較検討し、

債務不履行の中の不完全履行の取り扱わ

れ方を確認する 

⑰ 
契約条件と債務不

履行 
 契約総論・契約各論  

terms and conditions という条項の意味

と機能を検討するとともに、債務不履行と

の関係を確認する 

⑱ 
契約の消滅と厳格

責任 
 契約総論  

「不能論」に代表される、日本法と英米契

約法の根本的な差異を確認するとともに、

不可抗力・frustration 等の意味を理解す

る 

⑲ 
契約法上の救済方

法 
 債権総論・契約各論  

英米契約法上の remedy を、日本法上の権

利実現方法と比較して、契約責任の実現方

法について比較検討する 

⑳ 
債務不履行と損害

賠償・責任制限 
 債権総論  

契約違反の場合の損害賠償について、日本

法と英米法・英米契約上の問題点を確認

し、責任制限条項の意義を理解する 
 
 

II．教材の選定と参考文献 
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A．基本的な構想 
 
筆者は、英文契約書の講座で解説を行う場合に、受講生の方々に伝えるべきことのいちばん

重要な点は、例えば、英文の契約書を日本語に忠実（翻訳者にとっては誠実）に翻訳したと

して、伝わるはずのないことが存在することを認識してもらいたい、ということにある。反

面では、英文契約書に書かれていることを、直訳調の日本語の契約書に移し換えても、そも

そも英文契約書の中で、「額面通り」の有効性 (enforceability) に疑問符がつくものが存在し

ているという点にも、注意を喚起している。 
 
その点はともかく、日本の民法（典）の編別に即して英米契約法の内容を検討し、整理、理

解していくというようなアプローチの基礎にあるのは、著名な、次の書籍である。 
① K. Zweigert & H. Koetz (translated by Tony Weir) “An 
introduction to Comparative Law” (3rd ed) 
 
ペーパーバック: 800 ページ  
出版社: Oxford Univ Pr (Sd); 3 Revised 版 (1998/11/12)  
言語 英語 
ISBN-10: 0198268599  
ISBN-13: 978-0198268598  
原著はドイツ語で、ドイツ語版もペーパーバックで入手可能。 
von Mehren “The Civil Law System; An Introduction to the 
Comparative Study of Law” も一部コピーして利用している。 

 
B. 教科書 

 
日本の民法典は六法全書で見ることができ、また、日本の民法については、各自が在外中に

利用した教科書を基礎にしてもらうことにしている。それらの文献と、以下の文献中、Treitel 
の記述を、コースの初期には綿密に対照して「比較法（法比較）」の面白さを体験してもらう

ことも目指している。 
 
② “Treitel on the Law of Contract”  
 
ペーパーバック: 1362 ページ  
出版社: Sweet & Maxwell; 12th Revised 版 (2007/7/24)  
言語 英語  
ISBN-10: 042194840X  
ISBN-13: 978-0421948402  
日本の民法との比較対照作業は、この Treitel で始めることにして
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いる。英文での説明が懇切丁寧で、英文自体も難解ではない。最近、最新版が出ている。 
 
 
③ Farnsworth,  
 
ペーパーバック: 940 ページ  
出版社: Aspen Law & Business; 4 版 (2004/03)  
言語 英語 
ISBN-10: 0735545405  
ISBN-13: 978-0735545403  
 

「米国契約法」の様子を知るために、Treitel を補充するかたちで利用している。 
 

C. 教材 
 
トピックが多岐にわたるため、基準となる「教材」として、以下の資料を何度も読み返し、

その操作に慣れてもらうことも、意図している。 
 

 
④ Uniform Commercial Code  
 
動産売買のトピックとか、担保附取引では UCC の条文を検討

材料にしているが、不動産法等については、個別に資料教材を用

意する必要がある。 
 
ペーパーバック: 2120 ページ  
出版社: West Group (2009/9/18)  
言語 英語 

ISBN-10: 0314918426  
ISBN-13: 978-0314918420  
 
⑤ Restatement of the Law of Contracts  
 
ハードカバー  
出版社: Amer Law Inst (1991/12)  
ISBN-10: 9992669047  
ISBN-13: 978-9992669044  
発売日： 1991/12  
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「リステートメント」の契約法の巻である。判例を素材とする「事例」 (illustrations) が豊

富に掲げられており、「このような問題を、日本法の場合、どう分析・処理しているのか」と

いう観点から利用するのに便利である。 
 
その他、トピックごとに、主に米国の文献からのコピーを配布し、場合によっては、Nutshell 
シリーズを利用して概要の把握につとめている。 
 

III. 各トピックの紹介 
 

第 1 回 ガイダンス 
 

英文契約書のサンプルを例に、日本と英米の契約書を概観する 
 英文契約書に接する 
 実際に使用されている英文契約書のフォームを手にする 

 ソフトウェア添付のライセンス契約 
 ネット上に掲載されている書式 
 http://www.onecle.com/ にも契約書例がある 

 配布資料①と②－売買系の契約書 
 英文契約書を理解する 
 英語で書かれた文書として理解を試みる 

 見かけない表現、これまで接したことがない発想にとまどう 
 これはまだ、健全 ⇒ 無理矢理「分かってしまう」方が、危険 

 理解する方法 
 「翻訳」すれば分かる、という盲信をすてる 
 英米法、少なくとも英米契約法を理解するという道を通って、英文契約書を理

解する 
 英文契約書の取り組む 
 日々、仕事で英文契約書に接している人 

 目の前の「契約書」に挑む 
 金融関連の人は、ローン契約書 
 商社の方は、売買契約書 
 ゼネコン勤務の方は、プロジェクト契約書 

 「実際に役立つ知識を身につける」という意味では、このような OJT が理想

的 
 短所 － 狭い範囲に限定される 

 
 英文契約書の学習 

  
 Treitel on the Law of Contract  

http://www.onecle.com/
http://www.onecle.com/
http://www.onecle.com/
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  Farnsworth on Contracts 
  Uniform Commercial Code 
  Restatement of the Law: Contracts 
 英文契約書の学習法 
 実務に役立つ「英米契約法」の学習 

 英米の代表的な教科書を読めるようになる 
 契約書の各条項について、その問題点を取り扱った教科書の記述箇所

が分かるようになる 
 日本の民法・商法と比較してみる 
 英文契約書の意味が分かるとともに、日本語の契約書を英訳する基礎

ができる 
 ブラウカー＝道田『アメリカ商取引法と日本民商法』I、II（東

京大学出版会） 
 本講座での方針 

 最初は、ごく、ごく基本的な用語例についてあたって、英語の「カン」を養ってもら

う 
 最初にとりつきやすい「動産売買法」をテーマにする 
 UCC に慣れてもらう 
 売買契約書に出てくる条項の意味を、基本的な文献を手にしながら、確認する 
 英米契約法を見る「視点」を確立する 

 法律的な原理の異同 
 発想の基準 － 機能的比較法 
 日本の法律の知識を前提に英文契約書を見るという制約を意識する 
 「同じもの」、「似ているもの」、「似て非なるもの」を区別する目を養う 
 「機能的比較法」という「方法」 

 
 Zweigert & Kötz, “An Introduction to Comparative Law” (translated by 

Tony Weir) (Oxford University Press) 
 学習方法の具体的ステップ 
 「基礎講座」のパンフレット 

1. 基本的な「ことば」を確認してみよう 
2. 対応する法律用語を確認してみよう 
3. ちがいを確認してみよう 
4. 誤解がないか確認してみよう 

 英文契約書の「和訳」から出発 
 「和訳」の限界を認識 
 目の前の「英文契約書」で言っていることを本当に理解する 
 英文契約書の概要の把握 
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 「第２条」の原則 
 英文契約書の Section 2 とか Article 2 に、その契約書の柱となる仕組みが

集約されている 
 売主が買主に、ある物件を売る 
 賃貸人が賃借人に、ある物件を賃貸する 
 ライセンサーがライセンシーに、ライセンスを許諾する 
 貸付人か借入人に、金銭を貸し付ける 

 「骨組み」を理解することが出発点 
 契約条項の配置を図示してみる 
  各契約条項間の配置 

 いちばん柱となる規定 
 従たる規定 
 付随義務？ 
 履行障害規定 
 雑則  

 各種規定の「量」 
 各種規定の「位置」 
 配置と相互の関係を頭の中に 
 契約条件の整理表（タームシート） 

 
第 2 回 契約の成立 

 
 － 申込・承諾・約因、その他契約の成立要件を比較検討する 

 
• 契約の成立 － 申込・承諾・約因 
 第２回目のテーマは、契約の成立、申込、承諾、約因 

 主要な述語について、UCC と Treitel を用いて、英文表現を

確かめる 
 日本の民法の規定を基準に 

 同趣旨の規定、制度があるか 
 異なる趣旨の規定となっているか 
 制度の原則・発想の基本に違いがあるか 
 契約書に具体的な条項として現れている

ものがあるか 
• 契約の成立 － 申込・承諾・約因 
 [1-101]  Contract as enforceable agreement.  A contract is an agreement giving 

rise to obligations which are enforced or recognized by law. 
 contract / agreement 
 enforce (enforceable) 
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 The Factor which distinguishes contractual from other legal 
obligations is that they are based on the agreement of the 
contracting parties. 

 agreement of the contracting parties 
 [1-102] objective principle  

• 契約の成立 － 申込・承諾・約因 
 [2-001]  The first requisite of contract is that the parties should have reached 

agreement.  Generally speaking, an agreement is made when one party accepts 
an offer made by the other. 

 [2-002]  offer - offeror 
 [2-003]  offeree  
 [2-006]  invitation to treat 
 [2-015]  acceptance 
 [2-023] communication of acceptance 

 
• 民法の契約に関する規定（１） 

 
• 日本法 

第二章 契約 
     第一節 総則 
      第一款 契約の成立 
  
（承諾の期間の定めのある申込み） 
第五百二十一条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。 
２  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その

申込みは、その効力を失う。 
• 英米法 
 [2-058]  an offer can be withdrawn 
 [3-154] firm offer 

 revoke 
 [2-058]  termination of offer 

• 民法の契約に関する規定（２） 
• 日本法 

（承諾の通知の延着） 
第五百二十二条  前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達し

た場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを

知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなけ

ればならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。 
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２  申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に

到達したものとみなす。 
  
（遅延した承諾の効力） 
第五百二十三条  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 

• 英米法 
 [2-033]  applications of the posting rule 
 [2-034] misdirected acceptance 
• 民法の契約に関する規定（３） 
• 日本法 

（承諾の期間の定めのない申込み） 
第五百二十四条  承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通

知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。 
• 英米法 
 [2-058] withdrawal  
 [2-064] after a lapse of reasonable time 
 [2-058] communication to offerree generally required 
• 民法の契約に関する規定（４） 
• 日本法 

（申込者の死亡又は行為能力の喪失） 
第五百二十五条  第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその

相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。 
（隔地者に対する意思表示） 
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生

ずる。 
２  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失し

たときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 
• 英米法 
 [2-067] [2-068] [2-069] 死亡 
 [2-070] 行為能力の喪失 
• 民法の契約に関する規定（５） 
• 日本法 

（隔地者間の契約の成立時期） 
第五百二十六条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 
２  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、

承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 
• 英米法 
 [2-028]  the posting rule 

 [2-032]  instantaneous communication 
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 [2-036] revocation of posted acceptance 
 [2-017]  acceptance of conduct 

• 民法の契約に関する規定（６） 
• 日本法 

（申込みの撤回の通知の延着） 
第五百二十七条  申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、

通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、

承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。 
２  承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。 

• 英米法 
 [2-033] 
• 民法の契約に関する規定（８） 
• 日本法 

（申込みに変更を加えた承諾） 
第五百二十八条  承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したとき

は、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 
• 英米法 
 [2-018]  

 counter-offer 
 the battle of forms 

• 民法の契約に関する規定（９） 
• 日本法 

（懸賞広告） 
第五百二十九条  ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者（以下この款にお

いて「懸賞広告者」という。）は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。 
  
（懸賞広告の撤回） 
第五百三十条  前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない

間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告

中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。 
２  前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によっ

て撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、

その効力を有する。 
３  懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄

したものと推定する。 
  
（懸賞広告の報酬を受ける権利） 
第五百三十一条  広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者の
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みが報酬を受ける権利を有する。 
２  数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有す

る。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受

けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。 
３  前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。 
  
（優等懸賞広告） 
第五百三十二条  広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報

酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。 
２  前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者

が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。 
３  応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 
４  前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。 

• 英米法 
 [2-010] advertisement 
 [2-050]  

 unilateral contract / bilateral contract  
• 契約に関する商法の特則 
• 日本法 

（対話者間における契約の申込み） 
第五百七条  商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしな

かったときは、その申込みは、その効力を失う。 
  
（隔地者間における契約の申込み） 
第五百八条  商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受け

た者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 
２  民法第五百二十三条 の規定は、前項の場合について準用する。 
  
（契約の申込みを受けた者の諾否通知義務） 
第五百九条  商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた

ときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 
２  商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承

諾したものとみなす。 
  
（契約の申込みを受けた者の物品保管義務） 
第五百十条  商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込

みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の

費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償
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うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 
• 英米法 
• [2-064] 
• [2-043] course of dealing  

 
第 3 回 行為能力・代理 

 
－未成年者等の取り扱い、契約の効力に及ぼす影響と、英米代理制度について概観する 

権利能力 
日本法 
第二章 人  
    第一節 権利能力  
第三条  私権の享有は、出生に始まる。  
２  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 
英米法 
Persons [Geldart, p. 46] 
[12-070] Legal Personality – legal capacity [Geldart, p. 73] 
Unborn Persons [Geldart, p. 46] 
 “In the law of property a child conceived, but not yet born, will be treated as born, at any 
rate where it is for its advantage that it should be so treated. 
Enemy Status [Geldart, p. 80] 
行為能力 
日本法 
    第二節 行為能力  
（成年）  
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。  
英米法 
[12-001] Contractual Capacity 
cf. [12-066] ultra vires  
[12-001] MINORS  
cf. infants 
“A person shall attain full age on attaining the age of 18 years.” 
“the age of majority” 
 [note 3] “at the commencement of the [20th] anniversaly of his birth” 
未成年者の法律行為 
日本法 
（未成年者の法律行為）  
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。た
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だし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。  
２  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。  
３  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的

の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許し

た財産を処分するときも、同様とする。 
英米法 
[12-014] beneficial contract 
[2-017] “The minor can avoid liability by repudiating before majority or within reasonable 
time thereafter.” 
[12-003] Valid Contacts 
未成年者の営業の許可 
日本法 
（未成年者の営業の許可）  
第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の

行為能力を有する。  
２  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、

その法定代理人は、第四編（親族）の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限す

ることができる。 
英米法 
[12-011] Service Contracts 
[12-013]  
Profession - Trade 
制限行為能力者の相手方の催告権 
日本法 
（制限行為能力者の相手方の催告権）  
第二十条  制限行為能力者（未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判

を受けた被補助人をいう。以下同じ。）の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者（行為

能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。）となった後、その者に対し、一箇月以上の期間

を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨

の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないとき

は、その行為を追認したものとみなす。  
２  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代

理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合

において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。  
３  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を

発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。  
４  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対

しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることがで
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きる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通

知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 
英米法 
[12-023] Time of Repudiation 
[12-024] Effects of Repudiation 
[12-029] Ratification 
[12-053] Persons who lack capacity” – Mental Incapacity 
[12-053] dos not know of M’s incapacity 
[12-062] Drink and Drugs 
[16-003] Dupty 
制限行為能力者の詐術 
日本法 
（制限行為能力者の詐術）  
第二十一条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたとき

は、その行為を取り消すことができない。 
英米法 
[12-043] Effects of Fraud 
法人 
日本法 
 第三章 法人  
（法人の成立等）  
第三十三条  法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。  
２  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを

目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法

律の定めるところによる。 
英米法 
[Gledart, p. 77] legal persons 
corporate personality 
[12-065] by complying with the formalities ... 
[Geldart, p 76] societies and institution 
法人の能力 
日本法 
（法人の能力）  
第三十四条  法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内

において、権利を有し、義務を負う。 
英米法 
[12-066] Ultra Vires 
“The effect of the ultra vires doctrine ... were subject to much criticism and significant 
reforms were introduced by the Companies Act 1989, which have now been taken further 
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by the Companies Act 2006.” 
[12-069]  
一般社団法人 設立 
日本法 
第二章 一般社団法人  
    第一節 設立  
     第一款 定款の作成  
（定款の作成） 
第十条  一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者（以下「設立時社員」と

いう。）が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければなら

ない。  
２  前項の定款は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。）をもって作成することができる。この

場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記

名押印に代わる措置をとらなければならない。 
英米法 
[10-064] Common Law Corporations 
[Geldart, p 76] Societies and Insitution 
“... the property of the institution must be vested in a number of individual trustees ...” 
  CALIFORNIA CONSTITUTION 
ARTICLE 9  EDUCATION 
SEC. 9.  (a) The University of California shall constitute a public trust, to be 
administered by the existing corporation known as "The Regents of the University of 
California," with full powers of organization and government, subject only to such 
legislative control as may be necessary to insure the security of its funds and compliance 
with the terms of the endowments of the university and such competitive bidding 
procedures as may be made applicable to the university by statute for the letting of 
construction contracts, sales of real property, and purchasing of materials, goods, and 
services. ...” 
代理 
日本法 
第三節 代理  
（代理行為の要件及び効果）  
第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、

本人に対して直接にその効力を生ずる。  
２  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 
英米法 
[16-001] Definition 
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“Agency is a relationship which arises when one person, called the principal, authorises 
another, called the agent, to act on his behalf, and the other agrees to do so.”  
[16-014] Creation of Agency 
[16-016] Authority 
[16-053] Effects of Agency 
Agency Theory 
英米では、企業を「代理関係」で説明しようとする傾向がある 
 Jensen, Michael C.; Meckling, William H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial 

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Journal of Financial 
Economics 3 (4): 305–360. 

このような Agency Theory で引用される Law of Agency は、Master-Servant Law である。 
本人のためにすることを示さない意思表示 
日本法 
（本人のためにすることを示さない意思表示）  
第百条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたも

のとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることがで

きたときは、前条第一項の規定を準用する。 
英米法 
[16-004] Intention to Act on Behalf of Principal 
商行為の代理 
日本法 
（商行為の代理）  
第五百四条  商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっ

ても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のた

めにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。  
（商行為の委任）  
第五百五条  商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていな

い行為をすることができる。  
（商行為の委任による代理権の消滅事由の特例）  
第五百六条  商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。  
英米法 
[16-056] Undisclosed Principal 
代理行為の瑕疵 
日本法 
（代理行為の瑕疵）  
第百一条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若し

くは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事

実の有無は、代理人について決するものとする。  
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２  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってそ

の行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主

張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 
英米法 
代理人の行為能力 
日本法 
（代理人の行為能力）  
第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない。 
英米法 
[16-012] Capacity to act as a agent 
権限の定めのない代理人の権限 
日本法 
（権限の定めのない代理人の権限）  
第百三条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。  
一  保存行為  
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目

的とする行為 
英米法 
[16-017] Implied Authority 
[16-037] Preservation 
任意代理人による復代理人の選任 
日本法 
（任意代理人による復代理人の選任）  
第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき

でなければ、復代理人を選任することができない。 
英米法 
代理権授与の表示による表見代理 
日本法 
（代理権授与の表示による表見代理）  
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内に

おいてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、

その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、

この限りでない。 
英米法 
[16-020] Apparent Authority 
[16-021] Representation: “There must be a representation of authority.” 
[16-026] reliance 
権限外の行為の表見代理 
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日本法 
（権限外の行為の表見代理）  
第百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代

理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 
英米法 
[16-029] Usual Authority 
代理権消滅後の表見代理 
日本法 
（代理権消滅後の表見代理）  
第百十二条  代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が

過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 
英米法 
[16-101] Termination 
Notice 
Insanity 
Death 
Bankruptcy 
[16-110] Irrevocable Agency 
[16-020] Summers and Solomon 
  
無権代理 
日本法 
（無権代理）  
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしな

ければ、本人に対してその効力を生じない。  
２  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができな

い。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 
英米法 
[16-045] Ratification 
When 
[16-050] Effect of Ratification 
無権代理の相手方の催告権 
日本法 
（無権代理の相手方の催告権）  
第百十四条  前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間

内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本

人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 
英米法 
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無権代理の相手方の取消権 
日本法 
（無権代理の相手方の取消権）  
第百十五条  代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消

すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたと

きは、この限りでない。 
英米法 
無権代理行為の追認 
日本法 
（無権代理行為の追認）  
第百十六条  追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生

ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 
英米法 
[16-050] “Ratification relates back to time of unauthorised act.” 
無権代理人の責任 
日本法 
（無権代理人の責任）  
第百十七条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、

かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して

履行又は損害賠償の責任を負う。  
２  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知

っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をし

た者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 
英米法 
自己契約及び双方代理 
日本法 
（自己契約及び双方代理）  
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人と

なることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、

この限りでない。 
英米法 
[16-093] Duties of Agent 
[16-096] Conflict of Interest and Duty 
委任 
日本法 
第十節 委任  
（委任）  
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方が
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これを承諾することによって、その効力を生ずる。  
（受任者の注意義務）  
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を

処理する義務を負う。  
英米法 
株式会社と役員等との関係 
日本法 
第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任  
     第一款 選任  
（選任） 
第三百二十九条  役員（取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条

第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。）及び会計監査人は、株主総会の決議によっ

て選任する。  
２  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこ

の法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任す

ることができる。  
（株式会社と役員等との関係） 
第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 
 
英米法 
 

第 4 回 意思の瑕疵・違法性 
 

－詐欺・脅迫、錯誤の取り扱いを検討するほか、公序良俗違反・違法な契約の英米法上の取

り扱いについて学ぶ 
• 法律行為  
• 日本法 

第五章 法律行為 
「法律行為とは、意思表示を構成要素とし、行為者がその意思表示で希望した内容どおりの

法律効果を発生させるものをいう。」 
Gedlart の Acts in the Law の定義と比較対照すると、同じ内容のものであることが分かる。  

• 英米法 
• Acts in the law 
• 詐欺又は強迫（総論） 
• 日本法 

第五章 法律行為  
    第一節 総則 
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。  
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• 日本の民法は、「詐欺」と「強迫」を１つのカテゴリー（取り消しうる瑕疵ある意思

表示）にまとめている 
• 英米法 
• 詐欺は representation の箇所で引き続き検討する⇒第５回 
• 強迫は、duress と undue influence の２つに分けて考えている 
• 詐欺又は強迫 
• 日本法 

    第五章 法律行為  
    第一節 総則 
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。  
２  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその

事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。  
３  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することがで

きない。 
• 英米法 

contract の瑕疵の態様 
 void contract 
 voidable contract 

voidable contract は rescind できる⇒rescission （「取消」の一場合） 
• 詐欺又は強迫（続き） 
• 日本法 
• 詐欺 

  Misrepresentation （不実表示）の問題として捉えられる 
 deceit が単独で問題なることはない 

• 英米法 
• Fraud (9-026) 

 damages in action of deceit 
• Misrepresentation (Chapter Nine) 
• 詐欺又は強迫（続き） 
• 日本法 
• 脅迫 

第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。  
• 英米法 
• Duress and Undue Influence 
• A contract is voidable at common law if it was made under duress. 

 Duress of the Person 
 Duress of Goods 
 Economic Duress 
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• 詐欺又は強迫（続き） 
• 日本法 
• 取消 
• 英米法 
• 10-007 
• Voidable （瑕疵ある契約の態様） 
• Right to rescind 
• 詐欺又は強迫（続き） 
• 日本法 
• 脅迫 
 10-008 “it cannot fairly be treated as the expression of one’s free will” 
 衡平法上の制度 
• 英米法 
• Undue Influence in Equity 
• Rescission 
• “to set aside the impunged transaction” 
• 詐欺又は強迫（続き） 
• 日本法 
• 第三者との関係 

第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。  
２  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその

事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。  
３  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することがで

きない。 
• 英米法 
• 9-082 void v. voidable 

 third party right 
• 10-032 Undue Influence and Third Party 
• 詐欺又は強迫（続き） 
• 日本法 
• 経済的な弱者 
• 英米法 
• Unconscionable Bargains (10-093) 
• Inequality of Bargaining Power (10-044) 
• 錯誤 
• 日本法 

第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表

意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 
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• 英米法 
• Mistake 

 Common Mistake (8-002) 
 Unilateral Mistake (8-033) 

• 錯誤（続き） 
• 日本法 
• 「要素の錯誤」 
• 英米法 
• “fundamental mistake” 
• 錯誤（続き） 
• 日本法 
• 「無効」 

第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表

意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 
8-050 – 8-052 

• 英米法 
• A contract entered into between the parties on the basis of shared mistaken 

assumption is void. (8-045) 
• 錯誤（続き） 
• 日本法 
• 第三者 
• 英米法 
• 8-050 
• “Mistake known to other party” 
• 公序良俗 
• 日本法 

第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。  
• 英米法 
• ILLEGALITY 
• “A contract affected by illegality is sometimes unenforceable  by one party and 

sometimes unenforceable by both” (11-108) 
• 公序良俗（続き） 
• 日本法 
• 公序良俗違反の類型 
• 英米法 
• Contracts involving the commission of a  legal wrong 811-012) 
• 公序良俗（続き） 
• 日本法 
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• 公序良俗違反 (1) 
• 英米法 
• Contract contrary to public policy (11-031) 
• 公序良俗（続き） 
• 日本法 
• 公序良俗違反 (2) 
• 英米法 
• Contract in restraint of trade (11-056) 
• 公序良俗（続き） 
• 日本法 
• 一部無効と契約書中の関連規定 

11.7 可分性.  本契約書の何れかの規定（もしくはその部分）が、管轄権を有する裁判所

により無効さもなくば強制実現不能であると判示された場合には、かかる規定（もしくはそ

の部分）は強制実現されるか、又はかかる強制実現が不可能である場合には、本契約書から

削除されるものとすが、本契約書の残余の規定は、引き続き、完全なる効力を有し、その所

定の条件にしたがい有効であり続ける。 
• 英米法 
• Severance (11-151) 

 
第 5 回 表明・保証・誓約 

 
－英米法特有の表明・保証・誓約という制度を学ぶとともに、日本の契約法での取り扱いを

検討する 
• 問題点の確認 
• 本来、表明 (representations) ・保証 (warranties)・誓約 (covenants) は、英米契約

法上の制度である。 
• ところが英米契約法の日本語訳をそのまま利用するうちに、その日本語訳を日本の契

約書に流用する現象が生じた。 
• 日本の契約書で、表明・保証・誓約というような条項に出くわしても、その「正体は

不明」という奇妙な状態にあるのが現状である。 
• REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 
• 日本法 

甲は、ここに、乙に対して、以下の記載が発効日現在、設立日現在及び主契約書署名日現在

で真実かつ正確であり、また、真実かつ正確であるものとする旨表明し、保証する。 
• 英米法 

Party A hereby represents and warrants to Party B that, as of the Effective Date, as of the 
Establishment Date and as of the Principal Agreement Signing Date, the following 
statements are and shall be true and correct: 

• REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 
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• 日本法 
組織及び良好な状態.  甲は、それが設立された法域における法律に基づき適法に組織され、

有効に存続する法人である。甲は、自らが現在営んでいる事業に従事することができ、また

本契約書及び自らが当事者であるかもしくは当事者となる本契約書にその書式を添付するそ

の他の各取引文書を締結し、それらに基づく義務を履行できる、法人としての権能及び権限

を有している。 
• 英米法 

Organization and Good Standing.  Party A is a corporation duly organized and validly 
existing under the laws of the jurisdiction of its incorporation.  Party A has the corporate 
power and authority to engage in the business it is presently engaged in, to enter into this 
Agreement and each other Transaction Document the form of which is attached hereto to 
which it is or will be a party and to perform its obligations thereunder. 

• REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 
• 日本法 

承認、拘束力のある効果.  本契約書及び甲が当事者であるかもしくは当事者となる本契約書

にその書式を添付するその他の各取引文書の承認、締結及び交付並びにそれらに基づくその

義務すべてを履行するために必要な、甲並びにその役員、取締役及び/又は株主の側のすべて

の法人としての手続が履践されており、本契約書及び甲が当事者であるかもしくは当事者と

なる本契約書にその書式を添付する他の各取引文書は、甲の有効かつ法的に拘束力のある義

務を構成しており、またその条件にしたがい甲に対して強制実現可能である。但し、強制実

現可能性は、債権者の権利に一般に影響を与える破産法、倒産法及びその他の同様な法律又

は一般的な衡平法上の原則により、制限されることがある。     
• 英米法 

Authorization; Binding Effect.  All corporate action on the part of Party A and its officers, 
directors and/or shareholders necessary for the authorization, execution and delivery of 
this Agreement and each other Transaction Document the form of which is attached 
hereto to which it is or will be a party and for the performance of all of its obligations 
thereunder has been taken and this Agreement constitutes and each other Transaction 
Document the form of which is attached hereto to which it is or will be a party when fully 
executed and delivered shall each constitute a valid and legally binding obligation of it 
enforceable against it in accordance with its terms, except as enforceability may be 
limited by bankruptcy, insolvency and other similar laws affecting creditors’ rights 
generally or by general equitable principles. 

• REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 
• 日本法 

締結、交付及び履行.  本契約書及び甲が当事者であるかもしくは当事者となる本契約書にそ

の書式を添付するその他の各取引文書を、甲が締結し、交付し、履行することは、(i) 定款も

しくは付属定款又はその他の同様な会社組織文書を侵害しもしくはこれらに違反しておらず、
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(ii) 甲がそれに従うべき適用のある法律を侵害もしくはこれらに抵触しておらず、(iii) 甲に

適用のある何れかの裁判所の判決、命令、令状、差止命令又は決定を侵害しておらず、(iii) 甲
が当事者であるか又は当該契約書等により甲もしくは甲の資産の何れかが拘束される、何ら

かの合意書、契約書又は証書を侵害せず、これらに違反せず、これに基づく契約不履行とな

らず、その他これに関して（現在のところ、通知を与えることによって又は時間の経過によ

り）終了され、解除され又は期限の利益の喪失が惹起されず、あるいは (v) 結果として甲の

資産の何れかに先取特権、質権、抵当権、請求権、賦課又は物上負担を創設又は設定するこ

ととはならない。しかしながら、事業に関連して規制当局からの承認が必要とされることが

あり、甲は、かかる承認の一切に関して何らの表示及び保証を行わない。 
• 英米法 

Execution, Delivery and Performance.  The execution, delivery and performance by 
Party A of this Agreement and each other Transaction Document the form of which is 
attached hereto to which it is or will be a party do not (i) violate or breach its certificate of 
incorporation or bylaws or other similar organizational documents, (ii) violate or conflict 
with any Applicable Law to which it is subject, (iii) violate any judgment, order, writ, 
injunction or decree of any court applicable to it, (iv) violate, breach, cause a default 
under or otherwise give rise to a right of termination, cancellation or acceleration with 
respect to (presently, with the giving of notice or the passage of time) any agreement, 
contract or instrument to which it is a party or by which it or any of its assets is bound or 
(v) result in the creation or imposition of any lien, pledge, mortgage, claim, charge, or 
other encumbrance upon any of its assets; provided however, that regulatory approvals 
may be required in connection with the Business and Party A makes no representation 
and warranty with respect to any such approvals. 

• REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 
• 日本法 

政府及びその他の同意.  本件事業に関連して必要とされるもの（それに関して甲が表示及び

保証を一切行わない）及び既に取得され又はなされたものを除き、本契約書又は甲が当事者

であるかもしくは当事者となる本契約書にその書式を添付するその他一切の取引文書の締結

及び交付又はそれら契約書に基づくその義務の履行のために、いかなる政府機関又はその他

の人の同意、承認、許諾、許可、これらへの届出、通知、登録又はその承諾は一切必要とさ

れておらず、また政府機関又はその他の人による適用免除、その他の行為は一切必要とされ

ていない。 
• 英米法 

Government and Other Consents.  Other than those that may be required in connection 
with the Business (with respect to which Party A makes no representation and warranty) 
and those that have already been obtained or made, no consent, authorization, license, 
permit, filing, notice, registration or approval of, with, or to, or exemption or other action 
by, any Government Authority or other Person is required in connection with Party A’s 
execution and delivery of this Agreement or any other Transaction Document the form of 
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which is attached hereto to which it is or will be a party or with its performance of its 
obligations hereunder or thereunder. 

• REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 
• 日本法 

Litigation.  There are no actions, suits or proceedings pending or, to Party A’s knowledge, 
threatened, against Party A before any court or other Government Authority which 
question its right to enter into or perform this Agreement or any other Transaction 
Document the form of which is attached hereto to which it is or will be a party, or which 
question the validity of this Agreement or any other Transaction Document the form of 
which is attached hereto. 

• 英米法 
訴訟.  本契約書又は甲が当事者であるかもしくは当事者となる本契約書にその書式を添付

するその他一切の取引文書を締結する、又はこれらを履行する甲の権利につき、あるいは本

契約書又は本契約書にその書式を添付するその他一切の取引文書の何れかの有効性につき疑

問を提起するところの、甲に対するコモン・ロー上の訴訟、衡平法上の訴訟又は手続が、裁

判所又はその他の政府機関において現在係属しておらず、甲の知る限りにおいてはその虞れ

もない。 
• CONDITIONS PRECEDENT AND SUBSEQUENT 
• 日本法 

本契約書及びその他の本件貸付書類に、その他いかなる規定がある場合にも、それにかかわ

らず、本件貸付を融資し、実行する本件貸付人の義務は、本件貸付人が書面にて、そのもっ

ぱらかつ絶対的裁量にしたがい明示にその成就を免除していない限り、クロージング日以前

に、以下の先行条件の各々が成就していることを条件とするものとする。 
• 英米法 

Conditions Precedent.  Notwithstanding any other provision of this Agreement or any of 
the other Loan Documents, Lender’s obligations to fund and disburse the Loan shall be 
subject to the satisfaction of each of the following conditions precedent on or prior to the 
Closing Date, unless expressly waived by Lender in writing in its sole and absolute 
discretion: 

• CONDITIONS PRECEDENT AND SUBSEQUENT 
• 日本法 

本件貸付書類.  本件貸付人は、適宜、本件貸付人を除く本件貸付書類の当事者の各々が完全

なかたちで締結した本件貸付書類、並びに本契約書及び本件貸付書類に基づき本件貸付人に

提出することを要するすべての同意書、証明書及びその他の物を、受け取っているものとす

る。これらすべては、本件貸付人がその合理的な裁量より承諾可能な書式及び内容であるも

のとする。 
• 英米法 

Loan Documents.  Lender shall have received the Loan Documents, fully executed by 
each of the parties thereto except for Lender, as applicable, and all consents, certificates 
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and other items required to be delivered to Lender hereunder and thereunder, all of 
which shall be in form and content acceptable to Lender in its sole and absolute 
discretion. 

• CONDITIONS PRECEDENT AND SUBSEQUENT 
• 日本法 

資格証明書類.  本件貸付人は、各取引当事者に関する証明書に、各取引当事者の決議の真実、

正確かつ完全な謄本を添付し、またかかる決議が改定、変更又は撤回されておらず、クロー

ジング日において完全なる効力を有し、有効であることを証明する証明書を付けて、受け取

っているものとする。これらすべては、本件貸付人がその合理的な裁量により承諾可能な書

式及び内容であるものとする。 
• 英米法 

Authority Documents.  Lender shall have received certificates for each Transaction 
Party attaching true, correct and complete copies of the resolutions of each Transaction 
Party and certifying that such resolutions have not been amended, modified or revoked 
and are in full force and effect on the Closing Date, all of which shall be in form and 
content acceptable to Lender in its reasonable discretion.  

• CONDITIONS PRECEDENT AND SUBSEQUENT 
• 日本法 
• 英米法 
• COVENANTS 
• 日本法 

支払及び履行.  本件全借入人は、本契約書の条項にしたがい、本件貸付の元本及び利息を支

払うものとし、本契約書及びその他の本件貸付書類に基づき支払うべきすべての料金、費用

及びその他の金額を、本契約書及びその他の本件貸付書類にしたがい支払うものとする。 
• 英米法 

Payment and Performance.  Borrowers shall pay the principal of and interest on the 
Loan in accordance with the terms hereof and shall pay all fees, expenses and other 
amounts due hereunder or under the other Loan Documents in accordance with the terms 
hereof and thereof. 

• COVENANTS 
• 日本法 

会社の存続の維持.  各本件借入人は、その設立法域の法律に基づくその存続、重要なすべて

の営業権、権利及び特権、並びにその事業の運営に必要な重要な資格、免許及び許可を保持

し、完全なる効力を有して有効に保っておくものとする。各本件借入人は、整理、清算、解

散、会社更生、その他何れの人とも吸収合併又は新設合併を行ってはならず、その資産のす

べてもしくは実質的にすべての帰属を変動させ、売却、譲渡、移転し、リースその他により

処分してはならず（これに関連する本件債務が全額弁済されていない限り）、その他何れかの

人の資産又は事業のすべて又は実質的にすべてを、取得してはならない。各本件借入人は、
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自らの名称で事業を営むものとし、その名称、同一性又は組織の体制、又はその最高業務執

行営業所又は主たる営業所の所在地を、事前に本件貸付人の書面による同意を得ることなく、

変更してはならないものとする。但し、かかる同意は、不合理に留保、条件付け又は遅延さ

れないものとする。 
• 英米法 

Maintenance of Company Existence.  Each Borrower shall preserve and keep in full 
force and effect its existence, and all material franchises, rights and privileges under the 
laws of the jurisdiction of its formation, and all material qualifications, licenses and 
permits necessary for the conduct of its business.  Each Borrower shall not wind up, 
liquidate, dissolve, reorganize, merge or consolidate with or into any other Person, or 
convey, sell, assign, transfer, lease or otherwise dispose of all or substantially all of its 
assets (unless the Obligations are Paid in Full in connection therewith), or acquire all or 
substantially all of the assets of the business of any other Person.  Each Specified 
Borrower shall conduct business only in its own name and shall not change its name, 
identity or organizational structure unless it has obtained Lender’s prior written consent, 
which consent shall not be unreasonably withheld, conditioned or delayed. 
 

第 6 回 不動産売買と対抗問題： 
 

日本法と英米法のもとでの不動産売買契約の仕組みの違いを確認するとともに、「対抗問題」

をキーワードとして「比較法」のおもしろさを知る 
• 不動産法用語の基礎知識 
• 日本法 

その前に、基本用語の確認 
• 「不動産」→ 
• 「登記」→ 
• 「従物」→ 
• 「一筆の土地」→ 
• 英米法 
 Real Estate or Real Property 
 Recording or Registration 
 Fixture (to Land) 
  lot, plot, a tract or parcel of land 
• 不動産売買 
• 不動産売買は、動産売買とは別物の考えた方がよい。 

 第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、そ

の効力を生ずる。  
• 不動産売買は、不動産賃貸借とともに「不動産法 (Law of Real Property) というグ
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ループをなしている。わが国のように「売買」で括らないようにすべきである。 
• 動産売買は、「契約法 (Contract) 」で取り扱われる中心的なテーマであり、米国の統

一商事法典 (ＵＣＣ) でも、担保附取引 (Secured Transaction) とならぶ中心的なト

ピックであるが、不動産売買には適用がない。⇒「契約法」では、不動産売買等のト

ピックは取り扱われていない 
• 不動産売買契約書 
• 米国の「不動産売買契約書」がどのようなものであるかは、配布する資料を参照され

たい。 
• もう一つ配布する契約書は、日本で使用されていたものであり、米国の不動産売買契

約書の直訳調のものである。 
• 米国の不動産売買契約書と日本の不動産売買契約書の構成が大幅に違っているのは、 

 マーケット・プラクティスが違っているから 
• 日米不動産売買契約書の相違点（１） 
• 本来、日本の不動産売買契約書には「クロージング」という観念はなかった。 

 アメリカの不動産売買契約書を検討して、契約締結から「クロージング」まで、

契約当事者が何をすることになっているかを確認されたい。 
• 日米不動産売買契約書の相違点（２） 
• 権原保険会社 (title insurance company) というのが、米国の不動産売買契約書に登

場することに注目されたい。 
 権原保険会社とは何か？ 「権原保険を引き受ける保険会社」として、不動産

売買契約書に登場しているかを検討する。 
 それ以外、というか、保険会社以外の機能を、不動産売買にあって、権原保険

会社は期待されているのではないか？ 
 どんな働き？ 
 エスクローエージェントとは？ 

• 物件の設定及び移転 
• 日本法 

（物権の設定及び移転）  
第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。  

• 英米法 
 Contract と Conveyance の区別 
 “Logical” Common Law Principle 
• 不動産売買ー対抗問題 
• 日本法 

（不動産に関する物権の変動の対抗要件）  
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 （平成十六年法律第

百二十三号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三

者に対抗することができない。 
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• 英米法 
 Recording System – Recording Statute 

 Notice Acts 
 Race Acts 
 Race-Notice Acts 

• 不動産売買ー対抗問題（続き） 
• 日本法 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、法律の定めるところに従いその登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。 
• 英米法 

First in Time, First in Right 
California Civil Code §1214 
Every conveyance of real property or an estate for years therein, other than a lease for a 
term not exceeding one year, is void as against any subsequent purchaser or mortgagee of 
the same 
property, or any part thereof, in good faith and for a valuable consideration, whose 
conveyance is first duly recorded, and as against any judgment affecting the title, unless 
the conveyance shall have been duly recorded prior to the record of notice of action. 

• 不動産売買ー対抗問題（続き） 
• 日本法 

公信力（善意者保護）と「背信的悪意者の排除」の問題 
• 英米法 

Bona Fide Purchaser  
Constructive Notice  
 

第 7 回 動産売買契約・担保附取引： 
 

動産売買契約と動産担保附取引について、日本の契約書と英米の契約書にあらわれる差異を

検討する 
• 動産売買契約 
• 動産売買契約と動産担保附取引は、それぞれ UCC  Article 2: Sales, Article 9: 

Secured Transactions が取り扱っている。UCC の中でも、この２編は特に重要。 
▫ 動産売買は、交換型の契約の模範になっているもので、（品質）保証、責任制

限、損害賠償などの規定のしかた（契約書の書き方）の範型になっている。 
• 動産売買 
• 日本法 

第三節 売買  
     第一款 総則  
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（売買）  
第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手

方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 
• 英米法 

UCC 
Article 2 Sales 
§ 2-204. Formation in General. 
(1) A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, 
including offer and acceptance, conduct by both parties which recognizes the existence of 
a contract, the interaction of electronic agents, and the interaction of an electronic agent 
and an individual. 
(2) An agreement sufficient to constitute a contract for sale may be found even if the 
moment of its making is undetermined. 
(3) Even if one or more terms are left open, a contract for sale does not fail for 
indefiniteness if the parties have intended to make a contract and there is a reasonably 
certain basis for giving an appropriate remedy. 

• 動産売買（続き） 
• 日本法 

（物権の設定及び移転）  
第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。  

• 英米法 
§ 2-401. Passing of Title;  Reservation for Security;  Limited Application of This 
Section. 
… 
(2) Unless otherwise explicitly agreed title passes to the buyer at the time and place at 
which the seller completes performance with reference to the physical delivery of the 
goods, despite any reservation of a security interest and even though a document of title 
is to be delivered at a different time or place;  and in particular and despite any 
reservation of a security interest by the bill of lading 
(a) if the contract requires or authorizes the seller to send the goods to the buyer but does 
not require the seller to deliver them at destination, title passes to the buyer at the time 
and place of shipment;  but 
(b) if the contract requires delivery at destination, title passes on tender there. 

• 動産売買ー対抗要件 
• 日本法 

（動産に関する物権の譲渡の対抗要件） 
第百七十八条  動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗す

ることができない。     



34 

• 英米法 
§ 2-402. Rights of Seller's Creditors Against Sold Goods. 
… 
(2) A creditor of the seller may treat a sale or an identification of goods to a contract for 
sale as void if as against him a retention of possession by the seller is fraudulent under 
any rule of law of the state where the goods are situated, except that retention of 
possession in good faith and current course of trade by a merchant-seller for a 
commercially reasonable time after a sale or identification is not fraudulent. 

• 動産売買ー保証 
• 日本法 

7.3 保証の排除 第 7 条 1 項には、マイクロソフト及びそのサプライヤが行う唯一の保証が

規定されている。マイクロソフト及びそのサプライヤは、ここに、ポーティング対象ソフト

ウェア及び本契約書に基づき提供される何れかの秘密情報すべてに関して、これらに限定さ

れるものではないが、商品性、特定目的への適合性、ウィルス非感染、反応、結果の正確性

又は完全性、無過失、商品の出来映え確保の欠如について、何らかの黙示の保証又は条件（も

しあれば）を含め、明示のものであると、黙示のものであると、あるいは制定法上のもので

あるとを問わず、あらゆる保証及び条件を排除する。 
• 英米法 

§ 2-313. Express Warranties by Affirmation, Promise, Description, Sample. 
… 
(a) Any affirmation of fact or promise made by the seller which relates to the goods and 
becomes part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall 
conform to the affirmation or promise. 
(b) Any description of the goods which is made part of the basis of the bargain creates an 
express warranty that the goods shall conform to the description. 
(c) Any sample or model that is made part of the basis of the bargain creates an express 
warranty that the whole of the goods shall conform to the sample or model. 
(3) It is not necessary to the creation of an express warranty that the seller use formal 
words such as "warrant" or "guarantee" or that the seller have a specific intention to 
make a warranty, but an affirmation merely of the value of the goods or a statement 
purporting to be merely the seller's opinion or commendation of the goods does not create 
a warranty. 

• 動産売買ー保証（続き） 
• 日本法 

7.3 保証の排除 第 7 条 1 項には、マイクロソフト及びそのサプライヤが行う唯一の保証が

規定されている。マイクロソフト及びそのサプライヤは、ここに、ポーティング対象ソフト

ウェア及び本契約書に基づき提供される何れかの秘密情報すべてに関して、これらに限定さ

れるものではないが、商品性、特定目的への適合性、ウィルス非感染、反応、結果の正確性
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又は完全性、無過失、商品の出来映え確保の欠如について、何らかの黙示の保証又は条件（も

しあれば）を含め、明示のものであると、黙示のものであると、あるいは制定法上のもので

あるとを問わず、あらゆる保証及び条件を排除する。 
• 英米法 

§ 2-314. Implied Warranty:  Merchantability;  Usage of Trade. 
(1) Unless excluded or modified (Section 2-316), a warranty that the goods shall be 
merchantable is implied in a contract for their sale if the seller is a merchant with respect 
to goods of that kind.  Under this section the serving for value of food or drink to be 
consumed either on the premises or elsewhere is a sale. 
(2) Goods to be merchantable must be at least such as: 
(a) pass without objection in the trade under the contract description;  
(b) in the case of fungible goods, are of fair average quality within the description;  
(c) are fit for the ordinary purposes for which goods of that description are used;  
(d) run, within the variations permitted by the agreement, of even kind, quality and 
quantity within each unit and among all units involved;  
(e) are adequately contained, packaged, and labeled as the agreement may require;  and 
(f) conform to the promise or affirmations of fact made on the container or label if any. 

• 動産売買ー保証（続き） 
• 日本法 

7.3 保証の排除 第 7 条 1 項には、マイクロソフト及びそのサプライヤが行う唯一の保証が

規定されている。マイクロソフト及びそのサプライヤは、ここに、ポーティング対象ソフト

ウェア及び本契約書に基づき提供される何れかの秘密情報すべてに関して、これらに限定さ

れるものではないが、商品性、特定目的への適合性、ウィルス非感染、反応、結果の正確性

又は完全性、無過失、商品の出来映え確保の欠如について、何らかの黙示の保証又は条件（も

しあれば）を含め、明示のものであると、黙示のものであると、あるいは制定法上のもので

あるとを問わず、あらゆる保証及び条件を排除する。 
• 英米法 

§ 2-314. Implied Warranty:  Merchantability;  Usage of Trade. 
(1) Unless excluded or modified (Section 2-316), a warranty that the goods shall be 
merchantable is implied in a contract for their sale if the seller is a merchant with respect 
to goods of that kind.  Under this section the serving for value of food or drink to be 
consumed either on the premises or elsewhere is a sale. 
(2) Goods to be merchantable must be at least such as: 
(a) pass without objection in the trade under the contract description;  
(b) in the case of fungible goods, are of fair average quality within the description;  
(c) are fit for the ordinary purposes for which goods of that description are used;  
(d) run, within the variations permitted by the agreement, of even kind, quality and 
quantity within each unit and among all units involved;  
(e) are adequately contained, packaged, and labeled as the agreement may require;  and 
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(f) conform to the promise or affirmations of fact made on the container or label if any. 
(3) Unless excluded or modified (Section 2-316) other implied warranties may arise from 
course of dealing or usage of trade. 

• 動産売買ー保証（続き） 
• 日本法 

7.3 保証の排除 第 7 条 1 項には、マイクロソフト及びそのサプライヤが行う唯一の保証が

規定されている。マイクロソフト及びそのサプライヤは、ここに、ポーティング対象ソフト

ウェア及び本契約書に基づき提供される何れかの秘密情報すべてに関して、これらに限定さ

れるものではないが、商品性、特定目的への適合性、ウィルス非感染、反応、結果の正確性

又は完全性、無過失、商品の出来映え確保の欠如について、何らかの黙示の保証又は条件（も

しあれば）を含め、明示のものであると、黙示のものであると、あるいは制定法上のもので

あるとを問わず、あらゆる保証及び条件を排除する。 
• 英米法 

§ 2-315. Implied Warranty:  Fitness for Particular Purpose. 
Where the seller at the time of contracting has reason to know any particular purpose for 
which the goods are required and that the buyer is relying on the seller's skill or 
judgment to select or furnish suitable goods, there is unless excluded or modified under 
the next section an implied warranty that the goods shall be fit for such purpose. 

• 動産売買ー保証（続き） 
• 日本法 

5.  保証の排除および救済方法の制限 
a. 本契約における保証は、市場性または特定目的への適合性についての保証を含め、

明示であると黙示であるとを問わずその他すべての保証に代替するものです。当社は、その

他すべての保証を排除し、適用除外します。いかなる場合も、また当社の負ういかなる種類

の責任にも、逸失利益を含め、特別、付随的または派生的損害は含まれません。これは、当

社が、かかる損失または損害の可能性についての知っていた場合であっても同様とします。 
b. 当社は、本契約にもとづく本ソフトウェアプログラムの提供またはその他の履行の

遅滞に起因して損失または損害が発生した場合にも、一切、責任を負いません。 
c. 本契約の対象である本ソフトウェアプログラム、および本契約にもとづくまたは関

連して、当社が、その他の何らかの履行または不履行をおかした場合にも、当社の負うべき

あらゆる種類の責任は本契約所定の救済方法に対応して限定され、また客様の排他的救済方

法は、これら救済方法に限定されます。 
• 英米法 

§ 2-316. Exclusion or Modification of Warranties. 
(1) Words or conduct relevant to the creation of an express warranty and words or conduct 
tending to negate or limit warranty shall be construed wherever reasonable as consistent 
with each other;  but subject to Section 2-202, negation or limitation is inoperative to the 
extent that such construction is unreasonable. 
(2) Subject to subsection (3), to exclude or modify the implied warranty of merchantability 
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or any part of it in a consumer contract the language must be in a record, be conspicuous, 
and state "The seller undertakes no responsibility for the quality of the goods except as 
otherwise provided in this contract," and in any other contract the language must 
mention merchantability and in case of a record must be conspicuous. Subject to 
subsection (3), to exclude or modify the implied warranty of fitness, the exclusion must be 
in a record and be conspicuous. Language to exclude all implied warranties of fitness in a 
consumer contract must state "The seller assumes no responsibility that the goods will be 
fit for any particular purpose for which you may be buying these goods, except as 
otherwise provided in the contract," and in any other contract the language is sufficient if 
it states, for example, that "There are no warranties that extend beyond the description 
on the face hereof." Language that satisfies the requirements of this subsection for the 
exclusion or modification of a warranty in a consumer contract also satisfies the 
requirements for any other contract. 
… 
(4) Remedies for breach of warranty may be limited in accordance with Sections 2-718 
and 2-719. 

• 動産売買ー保証・責任 
• 日本法 

ある種の損害賠償についての免責 法律により禁じられている場合を除き、MS は、本ソフ

トウェアの使用又は性能に起因する又はこれに関連する一切の間接的、特別の、派生的又は

付随的損害賠償につき何らの責任も負わないものとします。この制限は、何れの救済方法に

よってもその本質的な目的を達成できない場合であっても、適用されるものとします。 
• 英米法 

§ 2-719. Contractual Modification or Limitation of Remedy. 
(1) Subject to the provisions of subsections (2) and (3) of this section and of the preceding 
section on liquidation and limitation of damages, 
(a) the agreement may provide for remedies in addition to or in substitution for those 
provided in this Article and may limit or alter the measure of damages recoverable under 
this Article, as by limiting the buyer's remedies to return of the goods and repayment of 
the price or to repair and replacement of non-conforming goods or parts;  and 
(b) resort to a remedy as provided is optional unless the remedy is expressly agreed to be 
exclusive, in which case it is the sole remedy. 
(2) Where circumstances cause an exclusive or limited remedy to fail of its essential 
purpose, remedy may be had as provided in this Act. 
(3) Consequential damages may be limited or excluded unless the limitation or exclusion 
is unconscionable.  Limitation of consequential damages for injury to the person in the 
case of consumer goods is prima facie unconscionable but limitation of damages where the 
loss is commercial is not. 
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• 担保附取引 
• 動産担保附取引は、Article 9: Secured Transactions が取り扱っている。UCC の中

でも、Article 2 とこの２編は特に重要。 
▫ 動産売買は、交換型の契約の模範になっているもので、（品質）保証、責任制

限、損害賠償などの規定のしかた（契約書の書き方）の範型になっている。 
▫ 動産担保附取引は、わが国の債権譲渡が米国では担保附取引に包含されている

こととあいまって、「動産・債権譲渡特例法」に定める制度の基礎になってい

る。 
• 動産担保附取引 
• 日本法 

第九章 質権 
    第一節 総則 
（質権の内容） 
第三百四十二条  質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占

有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 
• 英米法 

§ 9-109. SCOPE. 
(a) [General scope of article.] 
Except as otherwise provided in subsections  (c) and (d), this article applies to: 
(1) a transaction, regardless of its form, that creates a security interest in personal 
property or fixtures by contract; 
(2) an agricultural lien; 
(3) a sale of accounts, chattel paper, payment intangibles, or promissory notes; 
(4) a consignment; 
(5) a security interest arising under Section 2-401, 2-505, 2-711(3), or 2A-508(5), as 
provided in Section 9-110; and 
(6) a security interest arising under Section 4-210 or 5-118. 

• 動産担保附取引（続き） 
• 日本法 

（質権の設定） 
第三百四十四条  質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を

生ずる。 
• 英米法 

§ 9-313. WHEN POSSESSION BY OR DELIVERY TO SECURED PARTY PERFECTS 
SECURITY INTEREST WITHOUT FILING. 
(a) [Perfection by possession or delivery.] 
Except as otherwise provided in subsection (b), a secured party may perfect a security 
interest in negotiable documents, goods, instruments, money, or tangible chattel 
paper by taking possession of the collateral. A secured party may perfect a security 
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interest in certificated securities by taking delivery of the certificated securities under 
Section 8-301. 

• 動産担保附取引ー質権 
• 日本法 

（質権の設定） 
第三百四十四条  質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を

生ずる。 
• 英米法 

§ 9-313. WHEN POSSESSION BY OR DELIVERY TO SECURED PARTY PERFECTS 
SECURITY INTEREST WITHOUT FILING. 
(a) [Perfection by possession or delivery.] 
Except as otherwise provided in subsection (b), a secured party may perfect a security 
interest in negotiable documents, goods, instruments, money, or tangible chattel 
paper by taking possession of the collateral. A secured party may perfect a security 
interest in certificated securities by taking delivery of the certificated securities under 
Section 8-301. 

• 動産担保附取引ー債権譲渡 
• 日本法 

第四節 債権の譲渡 
（債権の譲渡性） 
第四百六十六条  債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないとき

は、この限りでない。 
２  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意

思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 
• 英米法 

§ 9-109. SCOPE. 
(a) [General scope of article.] 
Except as otherwise provided in subsections  (c) and (d), this article applies to: 
(1) a transaction, regardless of its form, that creates a security interest in personal 
property or fixtures by contract; 
… 
(3) a sale of accounts, chattel paper, payment intangibles, or promissory notes; 

• 動産担保附取引ー債権譲渡（続き） 
• 日本法 

（指名債権の譲渡の対抗要件） 
第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしな

ければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 
２  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者
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に対抗することができない。 
• 英米法 

§ 9-309. SECURITY INTEREST PERFECTED UPON ATTACHMENT. 
The following security interests are perfected when they attach: 
(1) a purchase-money security interest in consumer goods, except as otherwise provided 
in Section 9-311(b) with respect to consumer goods that are subject to a statute or treaty 
described in Section 9-311(a); 
(2) an assignment of accounts or payment intangibles which does not by itself or in 
conjunction with other assignments to the same assignee transfer a significant part of the 
assignor's outstanding accounts or payment intangibles; 
(3) a sale of a payment intangible; 
(4) a sale of a promissory note; 
… 

• 動産担保附取引ー債権譲渡（続き） 
• 日本法 

（動産の譲渡の対抗要件の特例等） 
第三条  法人が動産（当該動産につき貨物引換証、預証券及び質入証券、倉荷証券又は船荷

証券が作成されているものを除く。以下同じ。）を譲渡した場合において、当該動産の譲渡に

つき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第百七十

八条 の引渡しがあったものとみなす。 
（債権の譲渡の対抗要件の特例等） 
第四条  法人が債権（指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。）

を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされ

たときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条 の規定による確

定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付

をもって確定日付とする。 
• 英米法 

§ 9-310. WHEN FILING REQUIRED TO PERFECT SECURITY INTEREST OR 
AGRICULTURAL LIEN; SECURITY INTERESTS AND AGRICULTURAL LIENS TO 
WHICH FILING PROVISIONS DO NOT APPLY. 
(a) [General rule: perfection by filing.] 
Except as otherwise provided in subsection (b) and Section 9-312(b), a financing 
statement must be filed to perfect all security interests and agricultural liens. 

• 動産担保附取引ー債権譲渡（続き） 
• 日本法 

（指名債権の譲渡の対抗要件） 
第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしな

ければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 



41 

２  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者

に対抗することができない。 
• 英米法 

§ 9-322. PRIORITIES AMONG CONFLICTING SECURITY INTERESTS IN AND 
AGRICULTURAL LIENS ON SAME COLLATERAL. 
(a) [General priority rules.] 
Except as otherwise provided in this section, priority among conflicting security interests 
and agricultural liens in the same collateral is determined according to the following 
rules: 
(1) Conflicting perfected security interests and agricultural liens rank according to 
priority in time of filing or perfection. Priority dates from the earlier of the time a filing 
covering the collateral is first made or the security interest or agricultural lien is first 
perfected, if there is no period thereafter when there is neither filing nor perfection. 
(2) A perfected security interest or agricultural lien has priority over a conflicting 
unperfected security interest or agricultural lien. 
(3) The first security interest or agricultural lien to attach or become effective has priority 
if conflicting security interests and agricultural liens are unperfected. 

• 動産担保附取引ー債権譲渡（続き） 
• 日本法 

（質権の設定） 
第三百四十四条  質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を

生ずる。 
• 英米法 

§ 9-313. WHEN POSSESSION BY OR DELIVERY TO SECURED PARTY PERFECTS 
SECURITY INTEREST WITHOUT FILING. 
(a) [Perfection by possession or delivery.] 
Except as otherwise provided in subsection (b), a secured party may perfect a security 
interest in negotiable documents, goods, instruments, money, or tangible chattel 
paper by taking possession of the collateral. A secured party may perfect a security 
interest in certificated securities by taking delivery of the certificated securities under 
Section 8-301. 
 

第 8 回 動産の善意取得・時効： 
 

日本法上の動産の善意取得制度に類似する制度を検討するとともに、英米法上の時効制度に

ついて学ぶ 
• 第８回目のセッションの内容 
 第７回目のテーマである動産売買契約と動産担保附取引は、UCC の中でもこの２編
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は特に重要であることから、引き続き、第８回目の今回も検討を続ける（前半）。 
 今回のテーマである「動産の善意取得」と「時効」については、契約法に関係する点

は限られている。 
 契約書で、「時効」に関する規定が現れるのは、Statute of Limitations （一

般に、「出訴期間制限法」と訳される）にほぼ限定される。 
 国際的な契約紛争で「善意取得」が問題になるのは、ライセンス契約で認めら

れる「使用権の善意取得」の問題にほぼ限られるであろう。 
• 動産の善意取得 
• 日本法 

第二編 物権  
第二章 占有権 
第二節 占有権の効力 
（即時取得） 
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意で

あり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 
• 英米法 

UCC 
§ 2-403. Power to Transfer;  Good Faith Purchase of Goods;  "Entrusting". 
(1) A purchaser of goods acquires all title which his transferor had or had power to 
transfer except that a purchaser of a limited interest acquires rights only to the extent of 
the interest purchased.  A person with voidable title has power to transfer a good title to 
a good faith purchaser for value.  When goods have been delivered under a transaction of 
purchase the purchaser has such power even though 
(a) the transferor was deceived as to the identity of the purchaser, or 
(b) the delivery was in exchange for a check which is later dishonored, or 
(c) it was agreed that the transaction was to be a "cash sale", or 
(d) the delivery was procured through fraud punishable as larcenous under the criminal 
law. 

• 動産の善意取得（続き） 
• 日本法 
 日本の「善意取得」に該当する Good Faith Purchaser の成立する場合を、整理して、

民法第 192 条と比較してみよう。 
• 英米法 

(2) Any entrusting of possession of goods to a merchant that deals in goods of that kind 
gives him power to transfer all rights of the entruster to a buyer in ordinary course of 
business. 
(3) "Entrusting" includes any delivery and any acquiescence in retention of possession 
regardless of any condition expressed between the parties to the delivery or acquiescence 
and regardless of whether the procurement of the entrusting or the possessor's 
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disposition of the goods have been such as to be larcenous under the criminal law. 
• 時効 
• 日本法 

民法第一編 
第一編 総則 
第七章 時効 
    第一節 総則  
第二節 取得時効 
第三節 消滅時効    

• 英米法 
英米法には、「消滅時効」と「取得時効」とを合わせた「時効」という考え方はない。 
したがって、 
（１）消滅時効に相当するもの 
（２）取得時効に相当するもの 
は、それぞれ何か？ 
というアプローチが必要となる。 

• 消滅時効 
• 日本法 

（債権等の消滅時効） 
第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 
２  債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。 

• 英米法 
(e) 出訴期限.  訴訟の原因たる事件が最初に起こってから二年が経過した後は、いずれの当

事者も、本契約書に起因し又は関連するコモン・ロー上の訴訟、衡平法（エクイティ）上の

訴訟又は手続を、何ら提起することはできない。 
• 消滅時効（続き） 
• 日本法 

権利の失効 
Laches 

• 英米法 
25. WAIVER AND INTEGRATION 
The failure of a party to insist upon strict adherence to any term or provision of this 
Agreement, or to object to any failure to comply with any term or provision of this 
Agreement, shall not be a waiver of that term or provision, estop that party from 
enforcing that term or provision, or preclude that party from enforcing that term or 
provision by estoppel or by laches.   

• 取得時効 
• 日本法 
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（所有権の取得時効） 
第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した

者は、その所有権を取得する。 
２  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占

有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 
• 英米法 
 「不動産の取得時効」に該当するものとして、Adverse Possession というものが存

在している。 
 「動産の Adverse Possession による権利取得」という観念は、ない。 
 無主物の取得、逸失物の取得という制度はある。 
 Adverse Possession については、資料を参照。   
• 取得時効（続き） 
• 日本法 

（所有権以外の財産権の取得時効） 
第百六十三条  所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公

然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 
• 英米法 
 資料を参照して、Adverse Possession の成立要件と、日本の取得時効の成立要件を

比較検討する。 
• 取得時効（続き） 
• 日本法 

（所有権以外の財産権の取得時効） 
第百六十三条  所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公

然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 
• 英米法 
  Adverse Possession を知的財産権に拡張すべきという意見はあるものの、「動産の 

Adverse Possession による権利取得」という観念は、ない。 
 資料を参照して、Adverse Possession の成立要件と、日本の取得時効の成立要件を

比較検討する。 
• ライセンス契約と善意取得 
• RHONE-POULENC AGRO, S.A. 
• (Now known as Aventis CropScience, SA), 
• Plaintiff-Appellee, 
• v. 
• DeKALB GENETICS CORPORATION 
• (Now known as Pharmacia Corporation), 
• Defendant-Appellant, 
• and 
• MONSANTO COMPANY, 
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• (Now known as Pharmacia Corporation), 
• Defendant. 
• ライセンス契約と善意取得（続き） 

判例（判決文）の読み方 
当事者 
裁判所の「Opinion」の書き方 
事実の整理と「判旨」 

• 担保附取引の概要（続き） 
• 日本法 

質権以外、約定動産担保権としては、判例の認める、動産譲渡担保、所有権留保等、「条文の

ない」担保制度となっている。 
• 英米法 

資料を参照して、UCC の Article 9 が、「動産 (personal property)」に関する担保権設定取

引の原則となっていることを確認する 
• 担保附取引の概要（続き） 
• 動産担保附取引の原則は、Financing Statement の登録 

▫ 登録のいらない動産担保権に、重要なものがある。 
 Purchase Money Security Interest (PMSI) は、「ピムジー」という愛

称（？）で呼ばれるが、重要 
 日本の「ピムジー」は、民法のどこにあるか？ 

 
第 9 回 先取特権や制限物権： 

 
先取特権や制限物件一般を概観するとともに担保権のプライオリティ、用途制限のゾーニン

グ等についても学ぶ 
• 第９回目の先取特権と動産担保法 
• 第９回目のテーマは、先取特権・相隣関係・地役権の「制限物権」として設定したが、

動産担保制度についての説明時間が不足しているため、「先取特権」の回を利用する。 
• 今回のテーマである「先取特権」に該当する英語は、「lien」（リーエンとか、リーン

と表記される。）であるが、この「lien」という言葉が混乱のもとになる。 
▫ 「lien」は、動産・不動産を含めて、「担保権」の意味で用いられる。 
▫ 「lien」は、動産の約定担保権 (security interest) と対照する意味で、法定担

保権の意味で用いられる。 
▫ 文脈から、どのような意味で「lien」が用いられているのかを判別するする必

要があり、日本語訳を付けるときは、それにそった「訳語」を選択する必要が

ある。 
▫ 「担保権」の意味で用いられる「lien」 

• 次回取り扱う、日本の「抵当権」に相当する「mortgage」（モーゲッジ）については、 
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▫  Title Theory – 譲渡担保説 
▫ Lien Theory – 抵当権説 

の２つの説があるが、このような文脈での「lien」は、単に「担保権」の意味で用いられて

いる。 
▫ 「法定担保権」の意味で用いられる「lien」 

• 「lien」という言葉を、「security interest」と対照して用いるときは、「法定担保権」

の意味で。これはわが国の「先取特権」と同じ使い方である。 
 動産担保権「lien」 

 法定担保権 – Statutory Lien → 日本の「先取特権」 
 約定担保権 – Conventional Lien であるが、より具体的には、UCC 

Article 9 の Security Interest が重要になる 
▫ 「lien」の現れる文脈 

 「lien」の日本語への訳し方は難しい － 「明らかな間違い」をおかさないことが重

要 
 法定担保権 – Statutory Lien → 「先取特権」と訳してよい 
 約定担保権 – Conventional Lien あるいは UCC Article 9 の

Security Interest の意味で使われている場合には、「担保権」と訳して

よい 
• 日本の先取特権 
• 日本法 

第二編 物権  
第八章 先取特権  
    第一節 総則  
（先取特権の内容）  
第三百三条  先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産につい

て、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。  
• 英米法 

Statutory Lien の意味を確かめる 
• 日本の先取特権（続き） 
• 日本法 

第二節 先取特権の種類  
     第一款 一般の先取特権  
（一般の先取特権）  
第三百六条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先

取特権を有する。  
一  共益の費用  
二  雇用関係  
三  葬式の費用  
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四  日用品の供給  
（共益費用の先取特権）  
第三百七条  共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産

の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。  
２  前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その

費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。  
• 英米法 

Statutory Lien には、どのようなものがあるか？  
• 日本の先取特権（続き） 
• 日本法 

実務的な重要性 
資産の流動化に関する法律 
（一般担保）  
第百二十八条  特定目的会社の特定社債権者は、当該特定目的会社の財産について他の債権

者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。ただし、資産流動化

計画をもって別段の定めをすることを妨げない。  
２  前項の先取特権の順位は、民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 

• 英米法 
「一般担保」の意味 

• 日本の先取特権（続き） 
• 日本法 

第二款 動産の先取特権  
動産売買の先取特権）  
第三百二十一条  動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産につ

いて存在する。  
• 英米法 

PMSI 
• 日本の先取特権（続き） 
• 日本法 

第三款 不動産の先取特権  
（不動産工事の先取特権）  
第三百二十七条  不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者

の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。  
２  前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、そ

の増価額についてのみ存在する。  
• 英米法 

契約で出てくる「先取特権」で重要なのは、「不動産工事の先取特権」に関する条項 
買主あるいは不動産工事の発注者（施工主）は、引渡までに、この種の「先取特権」を消滅
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させておくよう、売主、請負者に求める。 
• Priority という考え方 
• 日本法 

（第三節 先取特権の順位  
（一般の先取特権の順位）  
第三百二十九条  一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百

六条各号に掲げる順序に従う。  
２  一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先

取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に

対して優先する効力を有する。  
• 英米法 
 担保権の「順位」は、英米法上「Priority」というかたちで現れる 
 Priority こそ、法律問題の中心 

 Priority の順位に入るための Perfection （対抗力の取得） 
 破産法は Priority の問題の典型 

• 物上代位 
• 日本法 

第八章 先取特権  
    第一節 総則  
（物上代位）  
第三百四条  先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受ける

べき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡

し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。  
２  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 

• 英米法 
英米法上、「代位」(Subrogation) という考え方はあるが、「物上代位」はない。 

 「物上代位」は、昔存在したが、「人的代位」に吸収された 
 衡平法上の Tracing だという人もあるが、「人的代位」で代用することも可能 

 
第 10 回 不動産売買・担保権設定契約： 

 
 英米の不動産売買契約と抵当権設定契約（モーゲッジ）について具体的な条項を検討する 
 
第 10 回目の内容 
 第 10 回目のテーマは、不動産売買契約と不動産担保権設定契約であるが、前回の「相

隣関係」、「地役権」が残っているので、不動産法全体について「おさらい」をしなが

ら、これらのトピックについて検討したい。 
  相隣関係 
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  地役権 
  不動産売買契約 
  不動産担保権設定契約 

相隣関係と地役権 
 「相隣関係」と「地役権」については、あまり民法の講義でも触れられることのない

分野であるので、日本の民法の規定（条文）と、英米の不動産法上の制度との対応関

係に気をつけておけばよいと思われる。 
 法律実務上は、紛争のおおい領域 
 契約書（の英語版）作成のとき、注意を払うべき 

相隣関係と地役権（続き） 
 日本の「相隣関係」と「地役権」の区分けと、英米不動産法の区分けは、必ずしも「き

れいに」一致していない。 
 「相隣関係」 

相隣関係と地役権（続き） 
 地役権 

相隣関係と地役権 
日本法 
第六章 地役権  
（地役権の内容）  
第二百八十条  地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益

に供する権利を有する。ただし、第三章第一節（所有権の限界）の規定（公の秩序に関する

ものに限る。）に違反しないものでなければならない。  
英米法 
§8.3 Creation of Easements and Profits by Express Act 
相隣関係と地役権（続き） 
日本法 
第二款 相隣関係  
第二百十三条  分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公

道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償

金を支払うことを要しない。  
２  前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 
英米法 
§8.5 Easements Implied From Necessity 
§8.4 Easements Implied From Prior Use 
「相隣関係」に定める通行権は、Easements 
 「相隣関係」の箇所にある「通行権」は、英米では Easements として捉えられてい

る 
 「相隣関係」に類するものはないか？ 

 Rights Incident to Possession of Land 
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Rights Incident to Possession of Land 
日本法 
（境界線付近の掘削の制限）  
第二百三十七条  井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル

以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければな

らない。  
２  導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距

離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。  
（境界線付近の掘削に関する注意義務）  
第二百三十八条  境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しく

は汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。 
英米法 
§8.5  Right to Support 
Rights Incident to Possession of Land（続き） 
日本法 
（自然水流に対する妨害の禁止）  
第二百十四条  土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 
英米法 
§8.5  Rights to Streams and Lakes 
Rights Incident to Possession of Land（続き） 
日本法 
（排水のための低地の通水）  
第二百二十条  高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用

若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過

させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を

選ばなければならない。  
英米法 
§8.5  Diffuse Surface Water 
不動産売買契約 
  米国の「不動産売買契約」が、どのようなものかは、契約書書式（英語原文とその

日本語訳）を参照されたい。 
 Execution と Closing のあること 
 Due Diligence の存在 
 Title Insurance と Title Insurance Company の存在 

不動産売買契約（続き） 
  米国の不動産売買契約書にくらべると、日本の不動産売買契約書は、簡単である。 

 クロージングという用語はあるが、本来の意味とは違う 
 デューディリジェンスは、制度化されていない 
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 土地と建物が別個の不動産である建前から、Improvement という用語の登場

する場が、本来ない 
不動産担保権設定契約 
  わが国では、民法典上は（あまり利用されていない「不動産質」を除けば、「抵当

権」が、不動産担保権の唯一の存在 
  但し、判例によって認められ、仮登記担保の範囲では法整備の進められた、「不動

産譲渡担保」制度がある。 
 重要な、キーは、米国の不動産担保権の典型であり、わが国の抵当権に相当す

るものとされる Mortgage は、もともとは、「譲渡担保」であったことである。 
 「譲渡担保」という考え方を利用して、日米の不動産担保制度を整理して理解

できる。 
不動産担保権設定契約（続き） 
「抵当権」 
不動産担保権設定契約（続き） 
不動産担保権設定契約（続き） 
不動産担保権設定契約（続き） 
不動産担保権設定契約（続き） 
不動産担保権設定契約（続き） 
日本法 
第十章 抵当権  
    第一節 総則  
（抵当権の内容）  
第三百六十九条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した

不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。  
米国の Mortgage Agreement 
不動産担保権設定契約（続き） 
日本法 
 民事執行法 

（不動産担保権の実行の方法）  
第百八十条  不動産（登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規

定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。）を目的とする担保権（以

下この章において「不動産担保権」という。）の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選

択したものにより行う。  
一  担保不動産競売（競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。）

の方法  
二  担保不動産収益執行（不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不

動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。）の方法  
米国の Mortgage Agreement 
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第 11 回 相殺・代物弁済： 

 
英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
2012 年 4 月 10 日 
第 11 回 相殺・代物弁済： 相殺・代物弁済等の債権の消滅原因といわれているものを検討

し、日本の相殺制度との差異を学ぶ 
第 11 回目の内容 
第 11 回目のテーマは、民法の『債権総論』の教科書に「債権の消滅（原因）」として掲げら

れているものを、英文契約書の中からひろい上げて、検討するというものである。 
 
 弁済 
 代物弁済 
 供託 
 相殺 
 更改 
 免除 
 混同 
 
弁済 
日本法 
第五節 債権の消滅  
 
     第一款 弁済 
 
 
（弁済の場所）  
第四百八十四条  弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡し

は債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所にお

いて、それぞれしなければならない。 
英米法 
Discharge 
 
Performance 
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17-002 
 
A debtor must seek his creditor. 
弁済（続き） 
日本法 
第五節 債権の消滅  
 
     第一款 弁済 
 
弁済の提供 
 
 
 
 
英米法 
 
Tender 
 
17-003 
弁済（続き） 
日本法 
第五節 債権の消滅  
 
     第一款 弁済 
 
（第三者の弁済）  
第四百七十四条  債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこ

れを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。  
２  利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 
 
 
 
英米法 
 
Vicarious Performance 
 
17-006 
代物弁済 
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日本法 
第五節 債権の消滅  
 
     第一款 弁済 
 
（代物弁済）  
第四百八十二条  債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をし

たときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。  
 
 
 
英米法 
 
Accord and Satisfaction 
 
p. 517 
免除 
日本法 
第四款 免除  
 
 
第五百十九条  債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、

消滅する。  
 
 
英米法 
 
Discharge by Agreement 
 
Release 
混同 
日本法 
第五款 混同  
 
 
第五百二十条  債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、

その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 
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英米法 
 
Discharge by Operation of Law 
 
Merger 
更改 
日本法 
第三款 更改  
 
 
（更改）  
第五百十三条  当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によっ

て消滅する。  
２  条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件

を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。 
英米法 
 
Discharge by Operation of Law 
 
Novation 
 
15-003 
供託 
日本法 
第二目 弁済の目的物の供託  
 
 
（供託）  
第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、

弁済をすることができる者（以下この目において「弁済者」という。）は、債権者のために弁

済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知する

ことができないときも、同様とする。  
英米法 
17.6 In case of occurrence of succession of business relating to the Funds Transfer 
Business, if a person who succeeds the said business is required to place the Performance 
Bond with Escrow Service Government Bureaus for the following Cut-OFF Date 
pursuant to SECTION 43, Paragraph 1 of the Act, until the person who succeeds the said 
business place the Performance Bond in the amount not less than the Required Amount 
with Escrow Service Government Bureau pursuant to the said Paragraph (including the 
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case whereby, in lieu of the placement of the Performance Bond with Escrow Service 
Government Bureau all or in part, Performance Bond Back-up Agreement is executed 
pursuant to SECTION 44 of the Act and report to that effect is filed with the 
Commissioner of Financial Services Agency) and executes the Performance Bond 
Collateral Trust Agreement pursuant to SECTION 45, Paragraph 1 of the Act and, with 
an approval of Commissioner of Financial Services Agency, transfer in trust Collateral 
Trust Property in the amount not less than the Required Performance Bond as of the 
immediately preceding business day of the Funds Transfer Business Operator following 
the date of the said approval, the person who succeeds the business may not terminate 
Performance Bond Back-up Agreement, all or in part, notwithstanding Paragraph 1 
hereof. 
相殺 
日本法 
第二款 相殺  
 
 
（相殺の要件等）  
第五百五条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が

弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れること

ができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。  
２  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意

思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 
英米法 
Set-Off 
 
Maturity 
 
 
Mutuality 
 
相殺（続く） 
日本法 
（相殺の方法及び効力）  
第五百六条  相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合に

おいて、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。  
２  前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってそ

の効力を生ずる。  
英米法 
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Notice 
 
Automatic Extinction 
 
 
Retroactive  
 
 

第 12 回 多数当事者の債権債務関係： 
 

保証債務・連帯債務の具体的な内容と、日本法と英米法における差異を検討する 
 

英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
2012 年 4 月 10 日 
第 12 回 多数当事者の債権債務関係： 保証債務・連帯債務の具体的な内容と、日本法と英

米法における差異を検討する 
第 12 回目の内容 
第 12 回目のテーマは、民法の「第三編債権 第１章総則 第三節 多数当事者の債権及び債

務」に規定されている法律関係が、英米法契約法ではどのように処理されているかを確認す

ることである。 
 
 第一款 総則 
 第二款 不可分債権及び不可分債務 
 第三款 連帯債務 
 第四款 保証債務 
 
という章立てに、民法ではなっている。 
第三節 多数当事者の債権及び債務 
日本法 
 
多数当事者の債権及び債務 
英米法 
 
（米）Restatement of the Law (Second) 
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Contract 2nd 
 
Joint and Several Promisors and Promisees → “Promisors and Promisees” という枠

組み 
 
（英）Plurality of Debtors / Creditors 
 
 
第三節 多数当事者の債権及び債務 
日本法 
第一款 総則  
 
（分割債権及び分割債務）  
第四百二十七条  数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないとき

は、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 
英米法 
 
Restatement §297 (1) 
第二款 不可分債権及び不可分債務 
日本法 
 
（不可分債権）  
第四百二十八条  債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場

合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、

債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。  
 
英米法 
 
Restatement §297 (2) 
 
 
第二款 不可分債権及び不可分債務（続き） 
日本法 
 
（不可分債権者の一人について生じた事由等の効力）  
第四百二十九条  不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合におい

ても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合において

は、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しな
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ければならない。  
２  前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、

他の不可分債権者に対してその効力を生じない。 
  
 
英米法 
 
Restatement §299 
 
 
Restatement §300 
 
Restatement §301 
 
 
第二款 不可分債権及び不可分債務（続き） 
日本法 
 
（不可分債務）  
第四百三十条  前条の規定及び次款（連帯債務）の規定（第四百三十四条から第四百四十条

までの規定を除く。）は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。  
  
 
英米法 
 
Restatement §288 
 
第三款 連帯債務 
日本法 
 
（履行の請求）  
第四百三十二条  数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対

し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求する

ことができる。   
 
英米法 
 
Restatement §289 
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Restatement §290 
 
第三款 連帯債務（続き） 
日本法 
 
（連帯債務者の一人についての法律行為の無効等）  
第四百三十三条  連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、

他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。  
 
（連帯債務者の一人に対する履行の請求）  
第四百三十四条  連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、そ

の効力を生ずる。 
英米法 
 
Restatement §291 
 
 
 
 
Restatement §292 
 
 
第三款 連帯債務（続き） 
日本法 
 
（相対的効力の原則）  
第四百四十条  第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人につ

いて生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。  
英米法 
 
Restatement §294 
 
Restatement §295 
 
（英） Release of one debtor by the creditor is a release of all. 
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第三款 連帯債務（続き） 
日本法 
 
（連帯債務者についての破産手続の開始）  
第四百四十一条  連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたと

きは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。 
英米法 
 
13-018 
第三款 連帯債務（続き） 
日本法 
 
（連帯債務者間の求償権）  
第四百四十二条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得

たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有

する。  
２  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることが

できなかった費用その他の損害の賠償を包含する。 
英米法 
 
13-017  Contribution 
 
第四款 保証債務 
日本法 
 
（保証人の責任等）  
第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする

責任を負う。  
２  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。  
３  保証契約がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）によってされたときは、その保証契約は、書面によってされた

ものとみなして、前項の規定を適用する。  
英米法 
 
5-010 Guaranty or indemnity? 
第四款 保証債務（続き） 
日本法 
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（催告の抗弁）  
第四百五十二条  債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債

務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決

定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。  
 
（検索の抗弁）  
第四百五十三条  債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証

人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、

債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。 
英米法 
 
“According to the Court (citing a suretyship treatise), at common law, the surety had no 
right to require the creditor to take action against the principal. So the surety was not 
discharged, even if the creditor neglected or failed to take action. As a result, many states, 
including Illinois, passed statutes like the Sureties Act to give the surety protections 
unavailable at common law.” 
第四款 保証債務（続き） 
日本法 
 
（連帯保証の場合の特則）  
第四百五十四条  保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利

を有しない。 
英米法 
 
13-012 
 

第 13 回 債権譲渡・流通証券： 
 

債権譲渡・債務引受をめぐる日本法と英米法の差異を検討するとともに、流通証券法を概観

する 
 

 
英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
2012 年 4 月 10 日 
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第 13 回 債権譲渡・流通証券： 債権譲渡・債務引受をめぐる日本法と英米法の差異を検討

するとともに、流通証券法を概観する 
第 13 回目の内容 
第 13 回目のテーマは、民法の「第三編債権 第１章総則 第四節 債権の譲渡」に規定され

ている「債権譲渡」、教科書に出てくる「債務引受」、「手形小切手」に関する法律関係の要点

を、日本法と英米法との比較で概観するとともに、関連する日本の契約書を英訳する際の注

意点を検討することである。 
 
 債権譲渡 
 債務引受 
 流通証券 
 
がキーワードになる。 
第四節 債権の譲渡 
日本法 
 
（債権の譲渡性）  
第四百六十六条  債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないとき

は、この限りでない。  
２  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意

思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 
英米法 
 
Section 11.1 Terminology 
 
Section 11.4 Limitations on Assignability 
第四節 債権の譲渡（続き） 
日本法 
 
（指名債権の譲渡の対抗要件）  
第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしな

ければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。  
２  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者

に対抗することができない。  
英米法 
 
Section 11.7 Vulnerability of Assignee to Discharge or Modification 
 
Section 11.8 Vulnerability of assignee to Obligor’s Defense and Claims 
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第四節 債権の譲渡（続き） 
日本法 
 
（指名債権の譲渡における債務者の抗弁）  
第四百六十八条  債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗する

ことができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合に

おいて、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを

取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことが

できる。  
２  譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡

人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 
英米法 
 
Section 11.9 Vulnerability of Assignee to Competing Claims of Ownership 
債務の引受 
日本法 
 
日本法においては、民法典には債権譲渡の規定はあるが、債務引受けの規定はない。もっと

も、当然に認められるものと解されている。 
 
履行引受 
 
 
  
 
英米法 
 
Section 11.11 Assumption 
 
 
Section 11.10 Delegation 
 
 
債務引受（続き） 
日本法 
 
「契約上の地位の移転」  
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英米法 
 
rights, duties and obligations 
 
 
“contractual status”  
流通証券 
日本法 
 
手形法 
 
第二編 約束手形  
 
第七十五条  約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ  
一  証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文

字  
二  一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束  
三  満期ノ表示  
四  支払ヲ為スベキ地ノ表示  
五  支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称  
六  手形ヲ振出ス日及地ノ表示  
七  手形ヲ振出ス者（振出人）ノ署名  
英米法 
 
U.C.C. - ARTICLE 3 - NEGOTIABLE INSTRUMENTS 
 
§ 3-104.  NEGOTIABLE INSTRUMENT. 
 
(a)  Except as provided in subsections (c) and (d), "negotiable instrument" means an 
unconditional promise or order to pay a fixed amount of money, with or without interest 
or other charges described in the promise or order, if it: 
 
(1) is payable to bearer or to order at the time it is issued or first comes into possession of 
a holder; 
 
(2) is payable on demand or at a definite time; and 
 
(3) does not state any other undertaking or instruction by the person promising or 
ordering payment to do any act in addition to the payment of money, but the promise or 
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order may contain (i) an undertaking or power to give, maintain, or protect collateral to 
secure payment, (ii) an authorization or power to the holder to confess judgment or 
realize on or dispose of collateral, or (iii) a waiver of the benefit of any law intended for 
the advantage or protection of an obligor. 
流通証券（続き） 
日本法 
 
第七十八条  約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ  
○２ 一覧後定期払ノ約束手形ハ第二十三条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示

スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス

振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス

（第二十五条）其ノ日附ハ一覧後ノ期間ノ初日トス  
英米法 
 
§ 3-103.  DEFINITIONS. 
 
(a)  In this Article: 
 
(1)  "Acceptor" means a drawee who has accepted a draft. 
 
(2) "Consumer account" means an account established by an individual primarily for 
personal, family, or household purposes. 
 
(3) "Consumer transaction" means a transaction in which an individual incurs an 
obligation primarily for personal, family, or household purposes. 
 
(4)  "Drawee" means a person ordered in a draft to make payment. 
 
(5)  "Drawer" means a person who signs or is identified in a draft as a person ordering 
payment. 
 
(6)  [reserved] 
 
(7)  "Maker" means a person who signs or is identified in a note as a person undertaking 
to pay. 
 
流通証券（続き） 
日本法 
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第十四条  裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス 
英米法 
 
PART 2.  NEGOTIATION, TRANSFER, AND INDORSEMENT [Table of Contents] 
 
§ 3-201.  NEGOTIATION. 
 
(a)  "Negotiation" means a transfer of possession, whether voluntary or involuntary, of 
an instrument by a person other than the issuer to a person who thereby becomes its 
holder. 
 
(b)  Except for negotiation by a remitter, if an instrument is payable to an identified 
person, negotiation requires transfer of possession of the instrument and its indorsement 
by the holder.  If an instrument is payable to bearer, it may be negotiated by transfer of 
possession alone. 
第三款 連帯債務（続き） 
日本法 
 
（第十七条  為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的

関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ

知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ  
英米法 
 
§ 3-305.  DEFENSES AND CLAIMS IN RECOUPMENT. 
 
(a)  Except as otherwise provided in this section, the right to enforce the obligation of a 
party to pay an instrument is subject to the following: 
 
(1) a defense of the obligor based on (i) infancy of the obligor to the extent it is a defense to 
a simple contract, (ii) duress, lack of legal capacity, or illegality of the transaction which, 
under other law, nullifies the obligation of the obligor, (iii) fraud that induced the obligor 
to sign the instrument with neither knowledge nor reasonable opportunity to learn of its 
character or its essential terms, or (iv) discharge of the obligor in insolvency proceedings; 
 
(2) a defense of the obligor stated in another section of this Article or a defense of the 
obligor that would be available if the person entitled to enforce the instrument were 
enforcing a right to payment under a simple contract; and 
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第 14 回 危険の移転・危険負担： 
 

さまざまな契約類型に登場する｢危険の移転｣について検討するとともに、｢危険負担｣につい

て学ぶ 
 

 
英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
2012 年 4 月 10 日 
第 14 回 危険の移転・危険負担： さまざまな契約類型に登場する｢危険の移転｣について検

討するとともに、｢危険負担｣について学ぶ 
第 14 回目の内容 
第 14 回目のテーマは、「危険の移転」と「危険負担」である。 
 
法律学的には困難な問題をはらんでいる： 
 
「不能」の問題 
 
契約書類には頻出する： 
 
「危険の移転」とか「危険負担」という契約条項がどのようなものかを見てみるのがはやみ

ち 
1. 「危険の移転」という英文表現 
英文契約書 
 
 
日本語訳 
 
危険の移転 
 
26. 本件プラントの滅失又は損傷の危険は、本件請負契約の締結日に実施されている

INCOTERMS にしたがい解釈される、合意された貿易条件にしたがって、本件発注者に移転

するものとする。 
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  貿易条件について明示に合意されていない場合には、本件プラントの引渡は、工場渡し

（EXW）とする。 
 
  本条の第１項に規定されていない本件工事の滅失又は損傷の危険は、本件工事の引渡時

に本件発注者に移転するものとする。 
 
  危険が本件発注者に移転した後に、本件プラント及び本件工事の滅失又は損傷を被った

場合には、かかる滅失及び損傷が本件請負者の過失によるものでない限り、本件発注者は危

険を負担するものとする。 
 
2. 危険負担の規定例 
 
履行日前に天災地変その他当事者双方の責に帰すべからざる事由により、本物件の全部又は

一部が陥没、滅失又は破損（雨漏り、外壁の欠落、給排水の漏水、主要機械設備の故障を含

む）したときの損害及び近隣に損失を与えたときのその損害は、すべて売主が負担とし、次

の各号の定めにより処理する。この場合、買主は売主に対して、損害賠償等何らの請求もで

きないものとする。 
 
① 滅失又は買主の目的を達し得ないほどに毀損し、その修復が不可能な場合、本契約

は、当然解除される。この場合、売主は本契約に基づき買主より受領済みの代金があれば、

これを全額買主に返還する。 
 
② 毀損の程度が軽微で、履行日までにその修復が可能と判断された場合、売主の負担

においてこれを本契約締結日の現状に修復又は補修して、買主に引渡すものとする。近隣に

損失を与えたときのその損害の賠償はすべて売主が負担する。 
 
③ 毀損部分の修復が可能ではあるが本契約締結日の現状まで修復することはできず、

又は、第５条に定める履行日まで修復が間に合わない場合、買主は、本契約を解約すること

ができる。買主が本契約を解約しない場合、補修費相当額の負担方法、その他の条件の変更

については売主、買主協議の上決定するものとし、近隣に損失を与えたときのその損害の賠

償はすべて売主の負担とする。 
3. 民法の規定 
民法 
 
（債権者の危険負担）  
第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合におい

て、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したとき

は、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。  
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不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、

前項の規定を適用する。  
 
（種類債権）  
第四百一条  債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者

の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物

を給付しなければならない。  
２  前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の

同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。 
ポイント 
 
危険負担の債権者主義 
 
 
債務者 
 
 
 
債権者  
4. ウィーン売買条約の規定（１） 
ウィーン売買条約 
 
 
 
  
 
日本語テキスト 
 
第 2 節 物品の適合性及び第三者の権利又は請求 
 
第 36 条 
(1) 売主は、契約及びこの条約に従い、危険が買主に移転した時に存在していた不適合

について責任を負うものとし、当該不適合が危険の移転した時の後に明らかになった場合に

おいても責任を負う。 
(2) 売主は、(1)に規定する時の後に生じた不適合であって、自己の義務違反（物品が一

定の期間通常の目的若しくは特定の目的に適し、又は特定の品質若しくは特性を保持すると

の保証に対する違反を含む。）によって生じたものについても責任を負う。 
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5. ウィーン売買条約の規定（２） 
ウィーン売買条約 
 
 
 
  
 
日本語テキスト 
 
第 4 章 危険の移転 
 
第 66 条 
買主は、危険が自己に移転した後に生じた物品の滅失又は損傷により、代金を支払う義務を

免れない。ただし、その滅失又は損傷が売主の作為又は不作為による場合は、この限りでな

い。 
6. ウィーン売買条約の規定（３） 
ウィーン売買条約 
 
 
Article 67 
 
(1) If the contract of sale involves carriage of the goods and the seller is not bound to hand 
them over at a particular place, the risk passes to the buyer when the goods are handed 
over to the first carrier for transmission to the buyer in accordance with the contract of 
sale. If the seller is bound to hand the goods over to a carrier at a particular place, the 
risk does not pass to the buyer until the goods are handed over to the carrier at that place. 
The fact that the seller is authorized to retain documents controlling the disposition of 
the goods does not affect the passage of the risk.  
 
(2) Nevertheless, the risk does not pass to the buyer until the goods are clearly identified 
to the contract, whether by markings on the goods, by shipping documents, by notice 
given to the buyer or otherwise.  
 
  
 
日本語テキスト 
 
第 67 条 
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(1) 売買契約が物品の運送を伴う場合において、売主が特定の場所において物品を交付

する義務を負わないときは、危険は、売買契約に従って買主に送付するために物品を最初の

運送人に交付した時に買主に移転する。売主が特定の場所において物品を運送人に交付する

義務を負うときは、危険は、物品をその場所において運送人に交付する時まで買主に移転し

ない。売主が物品の処分を支配する書類を保持することが認められている事実は、危険の移

転に影響を及ぼさない。 
 
(2) (1)の規定にかかわらず、危険は、荷印、船積書類、買主に対する通知又は他の方法

のいずれによるかを問わず、物品が契約上の物品として明確に特定される時まで買主に移転

しない。 
7. ウィーン売買条約の規定（４） 
ウィーン売買条約 
 
Article 68 
 
The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the time of the 
conclusion of the contract. However, if the circumstances so indicate, the risk is assumed 
by the buyer from the time the goods were handed over to the carrier who issued the 
documents embodying the contract of carriage. Nevertheless, if at the time of the 
conclusion of the contract of sale the seller knew or ought to have known that the goods 
had been lost or damaged and did not disclose this to the buyer, the loss or damage is at 
the risk of the seller.  
 
 
  
 
日本語テキスト 
 
第 68 条 
運送中に売却された物品に関し、危険は、契約の締結時から買主に移転する。ただし、運送

契約を証する書類を発行した運送人に対して物品が交付された時から買主が危険を引き受け

ることを状況が示している場合には、買主は、その時から危険を引き受ける。もっとも、売

主が売買契約の締結時に、物品が滅失し、又は損傷していたことを知り、又は知っているべ

きであった場合において、そのことを買主に対して明らかにしなかったときは、その滅失又

は損傷は、売主の負担とする。 
 
8. ウィーン売買条約の規定（５） 
ウィーン売買条約 
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Article 69 
 
(1) In cases not within articles 67 and 68, the risk passes to the buyer when he takes over 
the goods or, if he does not do so in due time, from the time when the goods are placed at 
his disposal and he commits a breach of contract by failing to take delivery.  
 
(2) However, if the buyer is bound to take over the goods at a place other than a place of 
business of the seller, the risk passes when delivery is due and the buyer is aware of the 
fact that the goods are placed at his disposal at that place.  
 
(3) If the contract relates to goods not then identified, the goods are considered not to be 
placed at the disposal of the buyer until they are clearly identified to the contract.  
 
 
  
 
日本語テキスト 
第 69 条 
(1) 前 2 条に規定する場合以外の場合には、危険は、買主が物品を受け取った時に、又

は買主が期限までに物品を受け取らないときは、物品が買主の処分にゆだねられ、かつ、引

渡しを受領しないことによって買主が契約違反を行った時から買主に移転する。 
 
(2) もっとも、買主が売主の営業所以外の場所において物品を受け取る義務を負うとき

は、危険は、引渡しの期限が到来し、かつ、物品がその場所において買主の処分にゆだねら

れたことを買主が知った時に移転する。 
 
(3) 契約が特定されていない物品に関するものである場合には、物品は、契約上の物品

として明確に特定される時まで買主の処分にゆだねられていないものとする。 
 
9. ウィーン売買条約の規定（６） 
ウィーン売買条約 
 
Article 70 
 
If the seller has committed a fundamental breach of contract, articles 67, 68 and 69 do not 
impair the remedies available to the buyer on account of the breach.  
日本語テキスト 
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第 70 条 
 
売主が重大な契約違反を行った場合には、前 3 条の規定は、買主が当該契約違反を理由とし

て求めることができる救済を妨げるものではない。 
 
10. Uniform Commercial Code (1) 
UCC 
 
PART 5. PERFORMANCE  
 
§ 2-509. Risk of Loss in the Absence of Breach. 
  
(1) Where the contract requires or authorizes the seller to ship the goods by carrier 
  
(a) if it does not require him to deliver them at a particular destination, the risk of loss 
passes to the buyer when the goods are duly delivered to the carrier even though the 
shipment is under reservation (Section 2-505);  but 
  
(b) if it does require him to deliver them at a particular destination and the goods are 
there duly tendered while in the possession of the carrier, the risk of loss passes to the 
buyer when the goods are there duly so tendered as to enable the buyer to take delivery. 
 
コメント 
Contracts Contemplating Transportation by Carrier 
 
10. Uniform Commercial Code (2) 
UCC 
 
(2) Where the goods are held by a bailee to be delivered without being moved, the risk of 
loss passes to the buyer 
  
(a) on his receipt of possession or control of a negotiable document of title covering the 
goods;  or 
  
(b) on acknowledgment by the bailee of the buyer's right to possession of the goods;  or 
  
(c) after his receipt of posession or control of a non-negotiable document of title or other 
direction to deliver in a record, as provided in subsection (4)(b) of Section 2-503. 
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コメント 
 
Goods Held by a Baillee 
10. Uniform Commercial Code (3) 
UCC 
 
(3) In any case not within subsection (1) or (2), the risk of loss passes to the buyer on his 
receipt of the goods if the seller is a merchant;  otherwise the risk passes to the buyer on 
tender of delivery. 
コメント 
 
Merchant Seller 
 
Nonmerchant Seller 
10. Uniform Commercial Code (4) 
UCC 
 
(4) The provisions of this section are subject to contrary agreement of the parties and to 
the provisions of this Article on sale on approval (Section 2-327) and on effect of breach on 
risk of loss (Section 2-510). 
コメント 
 
Agreement Allocating Risk 
10. Uniform Commercial Code (5) 
UCC 
 
§ 2-510. Effect of Breach on Risk of Loss. 
  
(1) Where a tender or delivery of goods so fails to conform to the contract as to give a right 
of rejection the risk of their loss remains on the seller until cure or acceptance. 
  
(2) Where the buyer rightfully revokes acceptance he may to the extent of any deficiency 
in his effective insurance coverage treat the risk of loss as having rested on the seller 
from the beginning. 
  
(3) Where the buyer as to conforming goods already identified to the contract for sale 
repudiates or is otherwise in breach before risk of their loss has passed to him, the seller 
may to the extent of any deficiency in his effective insurance coverage treat the risk of 
loss as resting on the buyer for a commercially reasonable time. 
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コメント 
 
Effect of Breach on Risk of Loss 
10. Uniform Commercial Code (5) 
UCC 
 
§ 2-510. Effect of Breach on Risk of Loss. 
  
(1) Where a tender or delivery of goods so fails to conform to the contract as to give a right 
of rejection the risk of their loss remains on the seller until cure or acceptance. 
  
(2) Where the buyer rightfully revokes acceptance he may to the extent of any deficiency 
in his effective insurance coverage treat the risk of loss as having rested on the seller 
from the beginning. 
  
(3) Where the buyer as to conforming goods already identified to the contract for sale 
repudiates or is otherwise in breach before risk of their loss has passed to him, the seller 
may to the extent of any deficiency in his effective insurance coverage treat the risk of 
loss as resting on the buyer for a commercially reasonable time. 
 
コメント 
 
Effect of Breach on Risk of Loss 
Frozen pork case  
(Germany 2 March 2005 Federal Supreme Court) 
 
 Case text (English translation) 
 
 
 Peter Schlechtriem, Commentary Compliance with local law; seller's obligations and 
liability (Annotation to German Supreme Court decision of 2 March 2005 [VIII ZR 67/04]) 
 
 

第 15 回 契約と第三者： 
 

「第三者のための契約」と、契約上の権利を第三者が行使できない条項の意味を検討する 
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英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
2012 年 4 月 10 日 
第 15 回 契約と第三者： 「第三者のための契約」と、契約上の権利を第三者が行使できな

い条項の意味を検討する 
第 14 回目の内容 
第 15 回目のテーマは、「契約と第三者」である。 
 
 具体的な契約条項（１） 
 
11.15 No Beneficiaries.  Nothing herein express or implied, is intended to or shall be 
construed to confer upon or give to any person, firm, corporation or legal entity, other 
than the Parties and their Affiliates, any interests, rights, remedies or other benefits with 
respect to or in connection with any agreement or provision contained herein or 
contemplated hereby. Notwithstanding the foregoing, the Parties agree that Fujitsu shall 
be deemed a third party beneficiary to NewCo's rights under the License Agreement in 
the event of a material breach of the License Agreement by WNI. The Parties further 
agree, however, that a material breach of the License Agreement by WNI shall not be 
deemed to be a Material Breach of this Agreement. WNI and NewCo agree to provide to 
Fujitsu copies of any notice or correspondence relating to an alleged breach of the License 
Agreement concurrently with the provision of such notice or correspondence to the other.  
第 14 回目の内容（続き） 
 
 参考訳 
 
11.15 第三者たる受益者の排除。明示によるものであると黙示によるものであるとを問わ

ず、本契約書は、本契約書に含まれる又は本契約書に規定される同意もしくは規定に関して

又はこれに関連して、当事者及びその関連会社以外の人、会社又は法人に対し権益、権利、

救済又はその他の利得を与えることを意図せず、又は与えるものではない。上記にかかわら

ず、当事者は、WNI が使用許諾契約書に重大な違反を犯した場合には、富士通が、使用許諾

契約書に基づく新会社の権利に対する第三者受益者となるみなされることに同意する。しか

しながら当事者は、さらに、WNI による使用許諾契約書の重大な違反が本契約書の重大な違

反とはみなされないことに同意する。WNI 及び新会社は、使用許諾契約書の違反申し立てに

関する一切の通知及び連絡の写しを他者に対し当該通知及び連絡を提出するのと同時に、富

士通に対してもこれを提出することに合意する。  
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1. 「第三者のためにする契約」 
民法 
 
（第三者のためにする契約）  
第五百三十七条  契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約した

ときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。  
２  前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益

を享受する意思を表示した時に発生する。  
 
 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 
 
1 Right of third party to enforce contractual term. 
 
(1)Subject to the provisions of this Act, a person who is not a party to a contract (a “third 
party”) may in his own right enforce a term of the contract if— 
(a)the contract expressly provides that he may, or 
(b)subject to subsection (2), the term purports to confer a benefit on him. 
(2)Subsection (1)(b) does not apply if on a proper construction of the contract it appears 
that the parties did not intend the term to be enforceable by the third party. 
(3)The third party must be expressly identified in the contract by name, as a member of a 
class or as answering a particular description but need not be in existence when the 
contract is entered into. 
(4)This section does not confer a right on a third party to enforce a term of a contract 
otherwise than subject to and in accordance with any other relevant terms of the contract. 
2. 「第三者のためにする契約」（続き） 
民法 
 
（第三者のためにする契約）  
第五百三十七条  契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約した

ときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。  
２  前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益

を享受する意思を表示した時に発生する。  
 
 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 
 
(5)For the purpose of exercising his right to enforce a term of the contract, there shall be 
available to the third party any remedy that would have been available to him in an 
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action for breach of contract if he had been a party to the contract (and the rules relating 
to damages, injunctions, specific performance and other relief shall apply accordingly). 
(6)Where a term of a contract excludes or limits liability in relation to any matter 
references in this Act to the third party enforcing the term shall be construed as 
references to his availing himself of the exclusion or limitation. 
(7)In this Act, in relation to a term of a contract which is enforceable by a third party— 
“the promisor” means the party to the contract against whom the term is enforceable by 
the third party, and 
“the promisee” means the party to the contract by whom the term is enforceable against 
the promisor. 
3. 「第三者のためにする契約」（続き） 
民法 
 
（第三者の権利の確定）  
第五百三十八条  前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、

又は消滅させることができない。 
 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 
 
2 Variation and rescission of contract. 
 
(1)Subject to the provisions of this section, where a third party has a right under section 1 
to enforce a term of the contract, the parties to the contract may not, by agreement, 
rescind the contract, or vary it in such a way as to extinguish or alter his entitlement 
under that right, without his consent if— 
(a)the third party has communicated his assent to the term to the promisor, 
(b)the promisor is aware that the third party has relied on the term, or 
(c)the promisor can reasonably be expected to have foreseen that the third party would 
rely on the term and the third party has in fact relied on it. 
(2)The assent referred to in subsection (1)(a)— 
(a)may be by words or conduct, and 
(b)if sent to the promisor by post or other means, shall not be regarded as communicated 
to the promisor until received by him. 
(3)Subsection (1) is subject to any express term of the contract under which— 
(a)the parties to the contract may by agreement rescind or vary the contract without the 
consent of the third party, or 
(b)the consent of the third party is required in circumstances specified in the contract 
instead of those set out in subsection (1)(a) to (c). 
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4. 「第三者のためにする契約」（続き） 
民法 
 
（第三者の権利の確定）  
第五百三十八条  前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、

又は消滅させることができない。 
 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 
 
(4)Where the consent of a third party is required under subsection (1) or (3), the court or 
arbitral tribunal may, on the application of the parties to the contract, dispense with his 
consent if satisfied— 
(a)that his consent cannot be obtained because his whereabouts cannot reasonably be 
ascertained, or 
(b)that he is mentally incapable of giving his consent. 
(5)The court or arbitral tribunal may, on the application of the parties to a contract, 
dispense with any consent that may be required under subsection (1)(c) if satisfied that it 
cannot reasonably be ascertained whether or not the third party has in fact relied on the 
term. 
(6)If the court or arbitral tribunal dispenses with a third party’s consent, it may impose 
such conditions as it thinks fit, including a condition requiring the payment of 
compensation to the third party. 
(7)The jurisdiction conferred on the court by subsections (4) to (6) is exercisable by both 
the High Court and a county court. 
5. 「第三者のためにする契約」（続き） 
民法 
 
（債務者の抗弁）  
第五百三十九条  債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約

の利益を受ける第三者に対抗することができる。 
 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 
 
3 Defences etc. available to promisor. 
 
(1)Subsections (2) to (5) apply where, in reliance on section 1, proceedings for the 
enforcement of a term of a contract are brought by a third party. 
(2)The promisor shall have available to him by way of defence or set-off any matter that— 
(a)arises from or in connection with the contract and is relevant to the term, and 
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(b)would have been available to him by way of defence or set-off if the proceedings had 
been brought by the promisee. 
(3)The promisor shall also have available to him by way of defence or set-off any matter 
if— 
(a)an express term of the contract provides for it to be available to him in proceedings 
brought by the third party, and 
(b)it would have been available to him by way of defence or set-off if the proceedings had 
been brought by the promisee. 
6. 「第三者のためにする契約」（続き） 
民法 
 
（債務者の抗弁）  
第五百三十九条  債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約

の利益を受ける第三者に対抗することができる。 
 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 
 
(4)The promisor shall also have available to him— 
(a)by way of defence or set-off any matter, and 
(b)by way of counterclaim any matter not arising from the contract,that would have been 
available to him by way of defence or set-off or, as the case may be, by way of counterclaim 
against the third party if the third party had been a party to the contract. 
(5)Subsections (2) and (4) are subject to any express term of the contract as to the matters 
that are not to be available to the promisor by way of defence, set-off or counterclaim. 
(6)Where in any proceedings brought against him a third party seeks in reliance on 
section 1 to enforce a term of a contract (including, in particular, a term purporting to 
exclude or limit liability), he may not do so if he could not have done so (whether by 
reason of any particular circumstances relating to him or otherwise) had he been a party 
to the contract. 
7. 「第三者のためにする契約」 
民法 
 
（債務者の抗弁）  
第五百三十九条  債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約

の利益を受ける第三者に対抗することができる。 
 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 
 
(4)The promisor shall also have available to him— 



82 

(a)by way of defence or set-off any matter, and 
(b)by way of counterclaim any matter not arising from the contract,that would have been 
available to him by way of defence or set-off or, as the case may be, by way of counterclaim 
against the third party if the third party had been a party to the contract. 
(5)Subsections (2) and (4) are subject to any express term of the contract as to the matters 
that are not to be available to the promisor by way of defence, set-off or counterclaim. 
(6)Where in any proceedings brought against him a third party seeks in reliance on 
section 1 to enforce a term of a contract (including, in particular, a term purporting to 
exclude or limit liability), he may not do so if he could not have done so (whether by 
reason of any particular circumstances relating to him or otherwise) had he been a party 
to the contract. 
8. 具体的な契約条項（２） 
 
23.3  No Third Party Beneficiaries.  Nothing express or implied in this 
Agreement is intended or shall be construed to confer upon or give any person or entity 
other than the parties, any rights or remedies under or by reason of this Agreement or 
any transaction contemplated hereby. 
23.3  第三者受益者の排除.  本契約のいかなる規定も、明示であると黙示である

とを問わず、当事者以外のいかなる人又は法人等に対しても、本契約又は本契約において企

図される何らかの取引に基づき又はこれらを理由として、いかなる権利又は救済方法も提供

もしくは付与することを意図するものではなく、またかように解釈されてはならないものと

する。 
 
9. 具体的な契約条項（３） 
 
  11.9 Third-Party Beneficiary.  OTM is a third-party beneficiary to 
this agreement to the extent that Confidential Information of OTM or its affiliates is 
disclosed pursuant to this Agreement or Developments are created which are to be owned 
by JOS and assigned to OTM under the OTM Agreement.  As a beneficiary of the 
obligations undertaken by Company and JOS herein, OTM or its designated assigns, 
shall have the right to directly enforce any provision of this Agreement, as permitted 
under the OTM Agreement or otherwise under applicable law. 
 
11.9 第三者たる受益者。OTM は、OTM もしくはその関連会社の秘密情報が本契約書にし

たがい開示され、又は OTM 契約書にしたがい、JOS により所有されて、OTM に譲渡され

るべき開発物が創作される範囲では、本契約書の第三者たる受益者となる。本契約書におい

て会社及び JOS が負う義務の受益者として、OTM 又はその指定する譲受人は、OTM 契約

書に基づき認められ又はその他準拠法に基づき認められる態様で、本契約書のすべての規定
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を直接的に実現する権利を有するものとする。 
10. Himalaya Clauses 
 
"It is hereby expressly agreed that no servant or agent of the carrier (including every 
independent contractor from time to time employed by the carrier) shall in any 
circumstances whatsoever be under any liability whatsoever to the shipper, consignee or 
owner of the goods or to any holder of this Bill of Lading for any loss, damage or delay of 
whatsoever kind arising or resulting directly or indirectly from any act, neglect or default 
on his part while acting in the course of or in connection with his employment and, 
without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this clause, every 
exemption, limitation, condition and liberty herein contained and every right, exemption 
from liability, defense and immunity of whatsoever nature applicable to the carrier or to 
which the carrier is entitled hereunder shall also be available and shall extend to protect 
every such servant or agent of the carrier acting as aforesaid and for the purpose of all 
the foregoing provisions of this clause the carrier is or shall be deemed to be acting as 
agent or trustee on behalf of and for the benefit of all persons who are or might be his 
servants or agents from time to time (including independent contractors as aforesaid) and 
all such persons shall to this extent be or be deemed to be parties to the contract in or 
evidenced by this Bill of Lading." 
 
 

第 16 回 瑕疵担保責任： 
 

warranty と瑕疵担保責任を比較検討し、債務不履行の中の不完全履行の取り扱われ方を確

認する 
 

 
英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
2012 年 4 月 10 日 
第 16 回 瑕疵担保責任： warranty と瑕疵担保責任を比較検討し、債務不履行の中の不完

全履行の取り扱われ方を確認する 
第 16 回目の内容 
第 14 回目のテーマは、瑕疵担保責任である。 
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 具体的な契約条項（例） 
 
第２２条 (瑕疵担保) 
１．甲は、本件目的物の所有権移転後１年以内に本件目的物に隠れたる瑕疵を発見した場合

は、乙に、乙の負担において修理させ、もしくは代品と交換させ、または代金の減額を請求

することができる。 
２．甲は、前項の請求とともに、またはこれに代えて損害賠償を請求することができる。 
３．第１項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき隠れたる重大な瑕疵により甲

が被った損害については、甲乙協議のうえその負担を定める。 
４．乙が個人事業者、または資本の額もしくは出資の総額が３億円以下の法人事業者である

場合、甲は原則として所有権移転後６カ月を超えての代品との交換は行わないものとする。 
 
第 14 回目の内容（続き） 
 
 制度趣旨 
 
 「買った商品が欠陥品であった」 
 
 「仕様・要求事項を定めて発注したが、能力不足だった。」 
 
 「ライセンスの許諾を受けて使用していたら、真の権利者だと主張する者があらわれ、許諾

対象の製品・製法が利用できなくなった。」 
1. 瑕疵担保責任 
民法 
 
（売主の瑕疵担保責任）  
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用す

る。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。  
 
 
UCC 
 
§ 2-314. Implied Warranty:  Merchantability;  Usage of Trade. 
  
Unless excluded or modified (Section 2-316), a warranty that the goods shall be 
merchantable is implied in a contract for their sale if the seller is a merchant with respect 
to goods of that kind.  Under this section the serving for value of food or drink to be 
consumed either on the premises or elsewhere is a sale. 
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2.瑕疵担保責任（続き） 
民法 
 
買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買

主は、契約の解除をすることができる。 
 
この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをするこ

とができる。 
 
契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならな

い。 
 
 
UCC 
 
(2) Goods to be merchantable must be at least such as: 
  
(a) pass without objection in the trade under the contract description;  
  
(b) in the case of fungible goods, are of fair average quality within the description;  
  
(c) are fit for the ordinary purposes for which goods of that description are used;  
  
(d) run, within the variations permitted by the agreement, of even kind, quality and 
quantity within each unit and among all units involved;  
  
(e) are adequately contained, packaged, and labeled as the agreement may require;  and 
  
(f) conform to the promise or affirmations of fact made on the container or label if any. 
  
3.瑕疵担保責任（続き） 
民法 
 
（地上権等がある場合等における売主の担保責任）  
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である

場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができ
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ないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をす

ることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。  
２  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった

場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。  
３  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から

一年以内にしなければならない。 
 
 
UCC 
 
(3) Unless excluded or modified (Section 2-316) other implied warranties may arise from 
course of dealing or usage of trade. 
4. Warranties under the UCC (1) 
 
§ 2-312. Warranty of Title and Against Infringement;  Buyer's Obligation Against 
Infringement. 
  
(1) Subject to subsection (3), there is in a contract for sale a warranty by the seller that: 
  
(a) the title conveyed shall be good and its transfer rightful and shall not unreasonably 
expose the buyer to litigation because of any colorable claim to or interest in the goods; 
and 
  
(b) the goods shall be delivered free from any security interest or other lien or 
encumbrance of which the buyer at the time of contracting has no knowledge. 
  
5. 民法－権利の瑕疵 
 
（権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任）  
第五百六十三条  売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買

主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額

を請求することができる。  
２  前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、

善意の買主は、契約の解除をすることができる。  
３  代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。  
 
第五百六十四条  前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、

悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。  
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（地上権等がある場合等における売主の担保責任）  
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である

場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができ

ないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をす

ることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。  
２  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった

場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。  
３  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から

一年以内にしなければならない。  
 
（抵当権等がある場合における売主の担保責任）  
第五百六十七条  売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使によ

り買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。  
２  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を

請求することができる。  
３  前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができ

る。  
6. Warranties under the UCC (2) 
 
§ 2-312. Warranty of Title and Against Infringement;  Buyer's Obligation Against 
Infringement. 
 
(2) Unless otherwise agreed, a seller that is a merchant regularly dealing in goods of the 
kind warrants that the goods shall be delivered free of the rightful claim of any third 
person by way of infringement or the like but a buyer that furnishes specifications to the 
seller must hold the seller harmless against any such claim that arises out of compliance 
with the specifications.  
 
  
7. Warranties under the UCC (3) 
 
§ 2-312. Warranty of Title and Against Infringement;  Buyer's Obligation Against 
Infringement. 
 
(3) A warranty under this section may be disclaimed or modified only by specific language 
or by circumstances that give the buyer reason to know that the seller does not claim title, 
that the seller is purporting to sell only the right or title as the seller or a third person 
may have, or that the seller is selling subject to any claims of infringement or the like. 
 



88 

 （担保責任を負わない旨の特約）  
第五百七十二条  売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨

の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し

又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。  
8. Warranties under the UCC (4) 
 
§ 2-315. Implied Warranty:  Fitness for Particular Purpose. 
  
Where the seller at the time of contracting has reason to know any particular purpose for 
which the goods are required and that the buyer is relying on the seller's skill or 
judgment to select or furnish suitable goods, there is unless excluded or modified under 
the next section an implied warranty that the goods shall be fit for such purpose. 
9. Warranties under the UCC (5) 
 
§ 2-316. Exclusion or Modification of Warranties. 
  
(1) Words or conduct relevant to the creation of an express warranty and words or conduct 
tending to negate or limit warranty shall be construed wherever reasonable as consistent 
with each other;  but subject to Section 2-202, negation or limitation is inoperative to the 
extent that such construction is unreasonable. 
  
10. Warranties under the UCC (6) 
 
§ 2-316. Exclusion or Modification of Warranties. 
 
(2) Subject to subsection (3), to exclude or modify the implied warranty of merchantability 
or any part of it in a consumer contract the language must be in a record, be conspicuous, 
and state "The seller undertakes no responsibility for the quality of the goods except as 
otherwise provided in this contract," and in any other contract the language must 
mention merchantability and in case of a record must be conspicuous. Subject to 
subsection (3), to exclude or modify the implied warranty of fitness, the exclusion must be 
in a record and be conspicuous. Language to exclude all implied warranties of fitness in a 
consumer contract must state "The seller assumes no responsibility that the goods will be 
fit for any particular purpose for which you may be buying these goods, except as 
otherwise provided in the contract," and in any other contract the language is sufficient if 
it states, for example, that "There are no warranties that extend beyond the description 
on the face hereof." Language that satisfies the requirements of this subsection for the 
exclusion or modification of a warranty in a consumer contract also satisfies the 
requirements for any other contract.  
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11. Warranties under the UCC (7) 
 
§ 2-316. Exclusion or Modification of Warranties. 
 
 
(3) Notwithstanding subsection (2) 
  
(a) unless the circumstances indicate otherwise, all implied warranties are excluded by 
expressions like "as is", "with all faults" or other language that in common understanding 
calls the buyer's attention to the exclusion of warranties, makes plain that there is no 
implied warranty, and, in a consumer contract evidenced by a record, is set forth 
conspicuously in the record; 
  
(b) if the buyer before entering into the contract has examined the goods or the sample or 
model as fully as desired or has refused to examine the goods after a demand by the seller 
there is no implied warranty with regard to defects that an examination in the 
circumstances should have revealed to the buyer;  and 
  
(c) an implied warranty may also be excluded or modified by course of dealing or course of 
performance or usage of trade. 
  
12. Remedies for Breach of Warranty under UCC 
 
§ 2-719. Contractual Modification or Limitation of Remedy. 
  
(1) Subject to the provisions of subsections (2) and (3) of this section and of the preceding 
section on liquidation and limitation of damages, 
  
(a) the agreement may provide for remedies in addition to or in substitution for those 
provided in this Article and may limit or alter the measure of damages recoverable under 
this Article, as by limiting the buyer's remedies to return of the goods and repayment of 
the price or to repair and replacement of non-conforming goods or parts;  and 
  
(b) resort to a remedy as provided is optional unless the remedy is expressly agreed to be 
exclusive, in which case it is the sole remedy. 
  
(2) Where circumstances cause an exclusive or limited remedy to fail of its essential 
purpose, remedy may be had as provided in this Act. 
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(3) Consequential damages may be limited or excluded unless the limitation or exclusion 
is unconscionable.  Limitation of consequential damages for injury to the person in the 
case of consumer goods is prima facie unconscionable but limitation of damages where the 
loss is commercial is not. 
13. 「契約の本質的目的」 
 
第 9 条 責任及び救済方法の制限 
 
 ライセンシーが理由の如何を一切問わず被る損害（前記に言及するすべての損害及びすべ

ての直接的又は一般的損害を含むが、これらに限られない。）にもかかわらず、本契約の規定

に基づくマイクロソフト、MAL、これらの関連会社及びライセンサー並びにサプライヤーの

全責任、並びに前記事項すべてに関わるライセンシーの排他的救済方法は、ライセンシーが

｢XDK｣につき実際に支払った金額に限定されるものとする。前記の制限、免責及び保証の排

除（上記第 7 条及び 8 条を含む。）は、そのことによりいずれかの救済方法が本質的目的を達

成することができなくならない限り、適用される法律により認められる最大の範囲で適用さ

れるものとする。 
 
第 5 条 保証の排除 
 
第 7 条 ｢XDK｣は、ライセンシーにより許容されたものみなす。適用される法律により認め

られる最大の限度で、マイクロソフト、MAL 並びにこれらの関連会社、ライセンサー及びサ

プライヤーは、｢XDK｣及び（もしあれば）｢XDK｣に関連する何らかのサポートサービス（以

下｢サポートサービス｣という。）を、現状で、またすべての瑕疵を伴って提供するものであり、

また、本契約によって、｢XDK｣及び｢サポートサービス｣を提供したこと又は提供を怠ったこ

とすべてに関して、商品性、特定目的への適合性、ウィルスに感染していないこと、無過失、

商品の出来映え確保の努力の欠如について、何らかの（もしあれば）黙示の保証又は条件を

含む（ただし、これらに限られない。）、明示のものであると、黙示のものであると、あるい

は制定法上のものであるとを問わず、すべての保証及び条件を排除する。また、｢XDK｣に関

しては、権原、所有権の享有、占有の享有、製品説明への適合性、又は権利侵害のないこと

についての保証又は条件は付けられていない。｢XDK｣の品質又は｢XDK｣の使用もしくは実行

から生ずるリスクのすべては、ライセンシーがこれを負担する。 
 
 
14. Third Party Beneficiaries of Warranties under the UCC (1) 
 
§ 2-318. Third Party Beneficiaries of Warranties Express or Implied. 
  
(1) In this section: 
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(a) "Immediate buyer" means a buyer that enters into a contract with the seller. 
  
(b) "Remote purchaser" means a person that buys or leases goods from an immediate 
buyer or other person in the normal chain of distribution.  
 
15. § 2-313. Express Warranties by Affirmation, Promise, Description, Sample. 
 
§ 2-313. Express Warranties by Affirmation, Promise, Description, Sample. 
  
(1) In this section, "immediate buyer" means a buyer that enters into a contract with the 
seller. 
  
(2) Express warranties by the seller to the immediate buyer are created as follows: 
  
(a) Any affirmation of fact or promise made by the seller which relates to the goods and 
becomes part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall 
conform to the affirmation or promise. 
  
(b) Any description of the goods which is made part of the basis of the bargain creates an 
express warranty that the goods shall conform to the description. 
  
(c) Any sample or model that is made part of the basis of the bargain creates an express 
warranty that the whole of the goods shall conform to the sample or model. 
  
(3) It is not necessary to the creation of an express warranty that the seller use formal 
words such as "warrant" or "guarantee" or that the seller have a specific intention to 
make a warranty, but an affirmation merely of the value of the goods or a statement 
purporting to be merely the seller's opinion or commendation of the goods does not create 
a warranty. 
  
(4) Any remedial promise made by the seller to the immediate buyer creates an obligation 
that the promise will be performed upon the happening of the specified event.  
16. § 2-313A Obligation to Remote Purchaser Created by Record Packaged With or 
Accompanying Goods  
 
§ 2-313A Obligation to Remote Purchaser Created by Record Packaged With or 
Accompanying Goods  
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(1) In this section: 
  
(a) "Immediate buyer" means a buyer that enters into a contract with the seller. 
  
(b) "Remote purchaser" means a person that buys or leases goods from an immediate 
buyer or other person in the normal chain of distribution. 
  
(2) This section applies only to new goods and goods sold or leased as new goods in a 
transaction of purchase in the normal chain of distribution. 
  
(3) If in a record packaged with or accompanying the goods the seller makes an 
affirmation of fact or promise that relates to the goods, provides a description that relates 
to the goods, or makes a remedial promise, and the seller reasonably expects the record to 
be, and the record is, furnished to the remote purchaser, the seller has an obligation to 
the remote purchaser that: 
  
(a) the goods will conform to the affirmation of fact, promise, or description unless a 
reasonable person in the position of the remote purchaser would not believe that the 
affirmation of fact, promise, or description created an obligation; and 
  
(b) the seller will perform the remedial promise. 
  
(4) It is not necessary to the creation of an obligation under this section that the seller use 
formal words such as "warrant" or "guarantee" or that the seller have a specific intention 
to undertake an obligation, but an affirmation merely of the value of the goods or a 
statement purporting to be merely the seller's opinion or commendation of the goods does 
not create an obligation. 
  
(5) The following rules apply to the remedies for breach of an obligation created under 
this section: 
  
(a) The seller may modify or limit the remedies available to the remote purchaser if the 
modification or limitation is furnished to the remote purchaser no later than the time of 
purchase or if the modification or limitation is contained in the record that contains the 
affirmation of fact, promise, or description. 
  
(b) Subject to a modification or limitation of remedy, a seller in breach is liable for 
incidental or consequential damages under Section 2-715, but not for lost profits. 
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(c) The remote purchaser may recover as damages for breach of a seller's obligation 
arising under subsection (3) the loss resulting in the ordinary course of events as 
determined in any reasonable manner. 
  
(6) An obligation that is not a remedial promise is breached if the goods did not conform to 
the affirmation of fact, promise, or description creating the obligation when the goods left 
the seller's control.  
17. § 2-313B Obligation to Remote Purchaser Created by Communication to the Public  
 
§ 2-313B Obligation to Remote Purchaser Created by Communication to the Public  
 
(1) In this section: 
  
(a) "Immediate buyer" means a buyer that enters into a contract with the seller. 
  
(b) "Remote purchaser" means a person that buys or leases goods from an immediate 
buyer or other person in the normal chain of distribution. 
  
(2) This section applies only to new goods and goods sold or leased as new goods in a 
transaction of purchase in the normal chain of distribution. 
  
(3) If in an advertisement or a similar communication to the public a seller makes an 
affirmation of fact or promise that relates to the goods, provides a description that relates 
to the goods, or makes a remedial promise, and the remote purchaser enters into a 
transaction of purchase with knowledge of and with the expectation that the goods will 
conform to the affirmation of fact, promise, or description, or that the seller will perform 
the remedial promise, the seller has an obligation to the remote purchaser that: 
  
(a) the goods will conform to the affirmation of fact, promise, or description unless a 
reasonable person in the position of the remote purchaser would not believe that the 
affirmation of fact, promise, or description created an obligation; and 
  
(b) the seller will perform the remedial promise. 
  
(4) It is not necessary to the creation of an obligation under this section that the seller use 
formal words such as "warrant" or "guarantee" or that the seller have a specific intention 
to undertake an obligation, but an affirmation merely of the value of the goods or a 
statement purporting to be merely the seller's opinion or commendation of the goods does 
not create an obligation. 
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(5) The following rules apply to the remedies for breach of an obligation created under 
this section: 
  
(a) The seller may modify or limit the remedies available to the remote purchaser if the 
modification or limitation is furnished to the remote purchaser no later than the time of 
purchase. The modification or limitation may be furnished as part of the communication 
that contains the affirmation of fact, promise, or description. 
  
(b) Subject to a modification or limitation of remedy, a seller in breach is liable for 
incidental or consequential damages under Section 2-715, but not for lost profits. 
  
(c) The remote purchaser may recover as damages for breach of a seller's obligation 
arising under subsection (3) the loss resulting in the ordinary course of events as 
determined in any reasonable manner. 
  
(6) An obligation that is not a remedial promise is breached if the goods did not conform to 
the affirmation of fact, promise, or description creating the obligation when the goods left 
the seller's control.  
18. Warranties under the UCC (2) 
 
Alternative A to subsection (2)  
 
A seller's warranty to an immediate buyer, whether express or implied, a seller's remedial 
promise to an immediate buyer, or a seller's obligation to a remote purchaser under 
Section 2-313A or 2-313B extends to any individual who is in the family or household of 
the immediate buyer or the remote purchaser or who is a guest in the home of either if it 
is reasonable to expect that the person may use, consume, or be affected by the goods and 
who is injured in person by breach of the warranty, remedial promise, or obligation. A 
seller may not exclude or limit the operation of this section. 
  
 
19. Warranties under the UCC (3) 
 
Alternative B to subsection (2)  
 
A seller's warranty to an immediate buyer, whether express or implied, a seller's remedial 
promise to an immediate buyer, or a seller's obligation to a remote purchaser under 
Section 2-313A or 2-313B extends to any individual who may reasonably be expected to 
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use, consume, or be affected by the goods and who is injured in person by breach of the 
warranty, remedial promise, or obligation. A seller may not exclude or limit the operation 
of this section. 
  
20. Warranties under the UCC (4) 
 
Alternative C to subsection (2)  
 
A seller's warranty to an immediate buyer, whether express or implied, a seller's remedial 
promise to an immediate buyer, or a seller's obligation to a remote purchaser under 
Section 2-313A or 2-313B extends to any person that may reasonably be expected to use, 
consume, or be affected by the goods and that is injured by breach of the warranty, 
remedial promise, or obligation. A seller may not exclude or limit the operation of this 
section with respect to injury to the person of an individual to whom the warranty, 
remedial promise, or obligation extends. 
21. Magnuson–Moss Warranty Act 
 
The Act provides that any warrantor warranting a consumer product to a consumer by 
means of a written warranty must disclose, fully and conspicuously, in simple and readily 
understood language, the terms and conditions of the warranty to the extent required by 
rules of the Federal Trade Commission. The FTC has enacted regulations governing the 
disclosure of written consumer product warranty terms and conditions on consumer 
products actually costing the consumer more than $15. The Rules can be found at 16 
C.F.R. Part 700. 
 
Under the terms of the Act, ambiguous statements in a warranty are construed against 
the drafter of the warranty. 
Likewise, service contracts must fully, clearly, and conspicuously disclose their terms and 
conditions in simple and readily understood language. 
Warrantors cannot require that only branded parts be used with the product in order to 
retain the warranty.[2] This is commonly referred to as the "tie-in sales" provisions,[3] 
and is frequently mentioned in the context of third-party computer parts, such as memory 
and hard drives. 
 
Under a full warranty, in the case of a defect, malfunction, or failure to conform with the 
written warranty, the warrantor: 
can remedy the consumer product within a reasonable time and without charge; 
may not impose any limitation on the duration of any implied warranty on the product; 
may not exclude or limit consequential damages for a breach of any written or implied 
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warranty on the product, unless the exclusion or limitation conspicuously appears on the 
face of the warranty; and 
if the product, or a component part, contains a defect or malfunction, must permit the 
consumer to elect either a refund or replacement without charge, after a reasonable 
number of repair attempts. 
In addition, the warrantor may not impose any duty, other than notification, upon any 
consumer, as a condition of securing the repair of any consumer product that 
malfunctions, is defective, or does not conform to the written warranty. However, the 
warrantor may require consumers to return a defective item to its place of purchase for 
repair. 
 
 

第 17 回 契約条件と債務不履行： 
 

terms and conditions という条項の意味と機能を検討するとともに、債務不履行との関係を

確認する 
 

英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
2012 年 4 月 10 日 
第 17 回 契約条件と債務不履行： terms and conditions という条項の意味と機能を検討

するとともに、債務不履行との関係を確認する 
第 17 回目の内容 
第 17 回目のテーマは、契約条件と債務不履行である。 
 
ここで「契約条件」と呼んでいるのは、Terms and Conditions である。 
 
日本の民法の「条件」とは関係がない 
 
契約条項と訳した方が適切 – Operative Provisions  
 
「約款」という訳も、証券業界では「要項」という訳も定着している 
 
ここで「債務不履行」と呼んでいるのは「契約違反」 Breach of Contract である。 
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両者の相互関係、交錯が問題となる 
 
第 14 回目の内容（続き） 
売買ないしサプライヤー契約で、(General) Terms and Conditions が使用されている例をみ

てみよう： 
 
Orgalime の General Conditions などは「普通取引約款」であることが、具体的な契約書

に当該規定が「組み込まれている」ことから伺われる。 
 
「普通取引約款」あるいは「約款」という発想は、英米法の契約では乏しい 
 
したがって、何でも書き込むことから「分厚く」なる 
 
いわゆる「大陸法諸国」（ドイツ、オランダ、北欧圏）の企業と取引をする際には「約款」方

式がとられることから、当該「約款」について予め慣れておく必要がある 
第 14 回目の内容（続き） 
 Orgalime の General Conditions を検討してみよう。 
 
 別添の「契約書」－サプライヤー・アグリーメント－をみて、「約款」として Orgalime の
General Conditions が機能していることを確認しよう。 
 
 英米契約法の議論は様相を異にする 
1. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（債務不履行による損害賠償）  
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによ

って生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行

をすることができなくなったときも、同様とする。 
 
English Law 
 
§ 18-039 
 
Conditions, Warranties, Intermediate Terms 
 
breach of warranty --- a claim for damages 
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2. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（解除の効果）  
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を

原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。  
２  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなけれ

ばならない。  
 
English Law 
 
§ 18-001 - 010 
 
 
 
 
  
3. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（解除の効果）  
第五百四十五条   
  
３  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。  
 
English Law 
 
 
 
 
§ 18-001 - 011 
 
limited retrospective effect 
 
 
  
4. 契約違反・解除・損害賠償 
ドイツ法準拠の契約書 
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8.3. Should the actual conditions at the customer’s site differ strongly from the 
information COMPANY was provided with as a basis for the quotation, COMPANY is 
entitled to claim an amendment of contract or, should this be denied, withdraw from the 
contract and claim payment of the work performed. If the delivery time confirmed by 
COMPANY is delayed for reasons COMPANY is responsible of, the customer can 
withdraw from the contract, or claim compensation due to non-fulfilment only after 
having set COMPANY an extension of at least six weeks, threatening withdrawal, and if 
this extension has passed without results. In this case, the customer’s claims are limited 
to the damage that could be predicted at the time the contract was signed. 
 
8.3. 顧客のサイトの実際の状態が、当社に対し見積の基礎として提供された情報と大きく違

っていた場合には、当社は、契約の変更を要求する権限を有するものとするが、仮にこれが

拒絶された場合には、契約を解除し、既履行の作業の代金の支払いを請求する権限を有する

ものとする。当社が責を負う何らかの理由により、当社が確認した引渡時間が遅れた場合に

は、顧客は、最低６週間の期間を定め、期間内に履行されないときは解除する旨当社に催告

した後に始めて契約を解除するか、又は不履行を理由に損害の賠償を求めることができる。

かかる場合にも、顧客が賠償を求めうる損害賠償額は、契約署名時点に予見可能な損害に限

定される。 
5. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（催告による解除権の消滅）  
第五百四十七条  解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有す

る者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告

をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除

権は、消滅する。  
 
English Law 
 
§ 18-019 
 
Affirmation 
5. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（催告による解除権の消滅）  
第五百四十七条  解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有す

る者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告
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をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除

権は、消滅する。  
English Law 
 
§ 18-075 
 
Waiver 
 
Estoppel 
 
 
 
 
6. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（履行不能による解除権）  
第五百四十三条  履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をする

ことができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によ

るものであるときは、この限りでない。 
English Law 
 
§ 19-090 
 
Frustration 
 
  
7. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（解除権の行使）  
第五百四十条  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除

は、相手方に対する意思表示によってする。  
２  前項の意思表示は、撤回することができない。 
English Law 
 
§ 18-061 
 
Express Provisions 
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 § 18-009 
 
8. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（解除権者の行為等による解除権の消滅）  
第五百四十八条  解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著

しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によって

これを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。  
２  契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したと

きは、解除権は、消滅しない。 
English Law 
 
§ 18-074 
9. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（解除権の不可分性）  
第五百四十四条  当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその

全員に対してのみ、することができる。  
２  前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者に

ついても消滅する。  
English Law 
 
§ 13-001 
 
Plurality of Parties 
10. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
「期前履行拒絶」 
 
「潜在的期限の利益喪失事由」とは、時間の経過若しくは通知により期限の利益喪失事由と

なるべき事態をいう。 
English Law 
 
ANTICIPATORY BREACH 
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§ 17-073 
 
 
  
11. 契約違反 (Breach of Contract) 
民法 
 
（契約の解除と同時履行）  
第五百四十六条  第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。  
 
（同時履行の抗弁）  
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、

自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この

限りでない。 
 
English Law 
 
§ 17-017 
 
Concurrent Condition 
 
§ 17-014 
 
Condition Precedent 
 
  
 

第 18 回 契約の消滅と厳格責任： 
 

「不能論」に代表される、日本法と英米契約法の根本的な差異を検討するとともに、不可抗

力、frustration 等の意味を理解する 
 

 
英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
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2012 年 4 月 10 日 
第 18 回 契約の消滅と厳格責任： 「不能論」に代表される、日本法と英米契約法の根本的

な差異を検討するとともに、不可抗力、frustration 等の意味を理解する 
第 18 回目の内容 
第 17 回目のテーマは、契約の消滅と厳格責任である。 
 
ここで「契約の消滅」と呼んでいるのは、Discharge である。 
 
Discharge by Performance 
 
Discharge by Agreement  
 
Discharge by Frustration 
 
Discharge by Breach 
 
Discharge by Operation of Law 
 
Frustration の法理は impossibility や impracticability と関連する 
 
1. 契約締結段階での Impossibility  
 契約締結段階での「不能」 
 
本家のドイツでは impossibilium nulla obligation という「原則」を定めた条文が削除 
 
英米契約法では、債務者は、「履行を保障している」として、「不能論」をとらない 
 
Zweigert & Kaetz の該当箇所を参照 
2. 履行段階での Impossibility 
 The Doctrine of Absolute Contract 
 
Strict Liability 
 
force majeure 条項を設けておく意義  
 
 Frustration 法理の発展で、「例外」が認められる 
3. Frustration 
 Impossibility 
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Destruction of a Particular Thing 
 
Death of Incapacity  
 
 Impossibility or Impracticability 
4. Frustration of Purpose 
 The Doctrine of Absolute Contract 
 
Krelll v Henry 事件は Frustration 法理の紹介ではつねに引用される 
 
この限界 
5. Frustration 法理の限界 
 適用を排除する契約条項 
 
 予見しうる事由 
 
 当事者の責に帰すべき不能 
6. Frustration の効果 
 契約の自動的（「当然の」）消滅 
 
 当事者の利害関係の調整 
 
 Law Reform (Frustrated Contract) Act 1943 
7. 不可抗力条項 
英文契約書 
 7. FORCE MAJEURE 
7.1 Excuse. 
No Party shall be liable for any failure or delay in performance under this Agreement due 
to causes beyond its reasonable control, including strikes or labor disturbance, whether 
legal or illegal, lock out, fires, earthquakes, typhoon, floods, water damage, riots, 
governmental acts or orders, interruptions of transportation or utility services, epidemics, 
quarantine and acts of God (“Force Majeure”); provided, however, that (a) lack of credit, 
funds or financing and (b) strikes, labor disturbances or lock outs that are limited to the 
employees of FE shall not constitute Force Majeure. 
日本語訳 
7. 不可抗力 
7.1 免責. 
何れの当事者も、合法的なものであると違法なものであるとを問わず同盟罷業もしくは労働
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争議、工場閉鎖、火事、地震、台風、洪水、水害、暴動、政府の行為もしくは命令、交通手

段もしくは電気・ガス・水道等の途絶、伝染病、隔離及び天災を含む、当事者の合理的な支

配力を超える原因（「不可抗力」）に起因して、本契約書に基づく履行を怠り又は遅滞した場

合にも、これらについて責任を負わないものとする。しかしながら、(a) 信用、資金又は資金

調達の不足及び (b) 富士電機の従業員に限定される同盟罷業、労働争議又は工場閉鎖は、不

可抗力を構成しないものとする。 
 
8. 不可抗力条項（２） 
英文契約書 
7.2 Mitigation. 
A Party seeking to be excused from performance as the result of Force Majeure will be 
excused to the extent such performance is delayed or prevented by Force Majeure, 
provided that such Party shall use the utmost reasonably practicable efforts to complete 
such performance.  Each Party agrees to resume performance with the utmost dispatch 
whenever the causes of such excuse are cured or remedied.  Notwithstanding the 
foregoing, if a Party is unable to perform any of its material obligations hereunder as the 
result of Force Majeure for a period of [_____] consecutive days, the other Party shall have 
the right to terminate this Agreement by providing written notice of termination to the 
affected Party. 
 
日本語訳 
7. 不可抗力 
7.2 抑避義務. 
不可抗力の結果として履行の免責を求める当事者は、かかる履行が不可抗力により遅滞し又

は阻害された範囲で免責される。但し、かかる当事者は、かかる履行を完遂するよう最善の

合理的に実際上可能な努力を払うものとする。各当事者は、かかる免責事由が是正され又は

治癒された時はいつでも、最も迅速に、履行を再開することに同意する。前記にかかわらず、

当事者が不可抗力の結果、連続して 120 日の期間、本契約書に基づくその重要な義務の何れ

かを履行することができなかった場合には、他方当事者は、影響を受けた当事者に対して書

面による契約終了通知を提出することにより、本契約書を終了する権利を有するものとする。 
 
8. Impracticability 条項 
英文契約書 
 (c) Prior to the Commencement Date, if any modification to the functional or 
operational specifications for the OTM Electronic Trading System is requested by OSE 
due to any requirement imposed by a Governmental Agency and if such request is not 
commercially practicable, JOS may refrain from making the requested modification.  
JOS shall notify OSE in writing along with a reasonably detailed description of the 
problem, the anticipated impact of the problem, estimates of development and operation 
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costs, and any other information that is deemed material in the reasonable and good faith 
judgment of JOS.  After the Commencement Date, if JOS believes that any modification 
to the OTM Electronic Trading System requested by OSE due to any requirement 
imposed by a Governmental Agency is not commercially practicable, such impracticability 
shall be raised as a dispute under Article __ of this Agreement, and in connection with 
such action, a written notice shall be presented to OSE and shall include a reasonably 
detailed description of the problem, the anticipated impact of the problem, (if applicable) 
estimates of development and operation costs, and any other information that is deemed 
material in the reasonable and good faith judgment of JOS   Pending final resolution of 
the dispute, JOS may refrain from making the requested modification.  
日本語訳 
(c) 開始日前に、政府機関が要件を課したことを理由として、OSE が OTM 電子取引システ

ムに関する機能又は作動仕様につき何らかの修正を要請し、かかる要請が業務的にみて実施

可能でない場合には、JOS は、要請のあった修正に応じないことができる。JOS は、書面に

て、問題点についての合理的に詳細な説明を添え、問題点が引き起こすべき影響、開発及び

運営費用の見積及びJOSの合理的かつ誠実な判断によれば重大であると思量されるその他一

切の情報を、OSE に通知するものとする。開始日後、政府機関が要件を課したことを理由と

して OSE が要請する OTM 電子取引システムへの何らかの修正が、業務的にみて実施可能で

はないと JOS が思量する場合には、かかる実施不能性は、本契約書＿条に基づく紛議として

提起されるものとし、かかる措置に関連し、書面による通知を OSE に提出するが、かかる通

知には、問題点についての合理的に詳細な説明、問題点が引き起こすべき影響、（該当する場

合には）開発費用と運営費用の見積及び JOS の合理的かつ誠実な判断によれば重大であると

思量されるその他一切の情報が記載されるものとする。紛争の最終的な解決が得られるまで、

JOS は要請のあった修正を行うことに応じないことができる。 
 
 

第 19 回 契約法上の救済方法： 
 

英米法上の remedy を、日本法上の権利実現方法と比較して、契約責任の実現方法について

比較検討する 
 

 
英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
2012 年 4 月 10 日 
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第 19 回 契約法上の救済方法： 英米法上の remedy を、日本法上の権利実現方法と比較

して、契約責任の実現方法について比較検討する 
第 19 回目の内容 
第 19 回目のテーマは、Remedy という概念を学ぶことにある 
 
 Remedies という視点 
 
 英米法における Remedies の多様性 
 
Common Law と Equity 
 
権利の実現方法はいろいろ考えられるということ 
 
 
 
英米法における Remedies 
日本法では、「これこれの権利・義務がある」と規定したり 
 
あるいは裁判を視野にいれても、「これこれの権利・義務が誰にある」というかたちで認識（判

決手続の原語）すると一段落がついてしまう 
 
英米法では、「確かに、権利があることは認められたが、これをどうやって具体的に実現する

かも同様に重要だ」というような発想があります。 
 
 
コモン・ロー 
コモン・ロー上の救済方法の特長－金銭賠償の原則 
 
歴史的経緯から、原則として、「コモン・ロー上の救済方法」は、金銭賠償 
 
コモン・ロー裁判所は、原告が勝訴した場合にも、「原告は、財物の引渡を受ける、金銭の支

払いを受ける、損害の賠償を受けられる」と判断するだけで、被告に引渡し、金銭の支払い、

損害の賠償を命ずることはできず、判決内容は執行官(sheriff)が、被告保有の財物を取り上げ、

競売するということにより実現されていたことを示しています。 
 
このような制限下では、「コモン・ロー上の救済方法」が適切な救済とならない場合があり、

そのような場合には、「衡平法」上の救済が問題になるということになります。 
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衡平法（エクイティ） 
日本法では、「これこれの権利・義務がある」と規定したり 
 
あるいは裁判を視野にいれても、「これこれの権利・義務が誰にある」というかたちで認識（判

決手続の原語）すると一段落がついてしまう 
 
英米法では、「確かに、権利があることは認められたが、これをどうやって具体的に実現する

かも同様に重要だ」というような発想があります。 
 
 
衡平法（エクイティ）（続き） 
「衡平法は対人的にはたらく」 
 
「衡平法は他人的にはたらく」という法諺 
 
衡平法裁判所は、命令を下す人に対して刑罰の威嚇をもって、作為・不作為を命じます。し

たがって、衡平法上の救済方法は、このような性格を帯びることになります。 
  
・ 差止命令 (injunction) 「不作為の命令」に限られないことに注意 
  
・ 特定履行 (Specific Performance of Contract) 「契約の特定履行」と「契約」が付い

ていることに注意 
  
衡平法上の救済の要件 
  
「衡平法上の救済方法」を認めるための条件があるとされています。(i) 係争利益が「衡平法

上の救済方法」を認めるに足りる価値があるか、(ii) 前述の「コモン・ローの救済の不適切

性、(iii) 「衡平法上の救済方法」を認めた場合に、その履行を確保するため多大な労力を要

しないこと、(iv) 相手方に過度の負担を強いないこと。 
 
衡平法（エクイティ）（続き） 
「衡平法の補充性」 
  
次に知っておかなければならないのは、「衡平法」ないし「衡平法上の救済方法」は、「補充

的」であるとされる点です。この趣旨は、コモン・ローにしたがって権利の実現をはかるこ

とが原則となりますから、コモン・ロー上の救済方法である「金銭賠償」がまず考慮される

ことになります。次に「金銭賠償」では不適切な場合に、「衡平法上の救済方法」が考えられ

るという順序になるということです。 
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日本法等：「原則：本旨に沿った履行、 
 不能の場合：損害賠償、 
  代替的作為義務の場合：作為に要した費用賠償、 
  非代替的作為義務の強制履行は、例外的にしか許されない 
英米法における Remedies 
日本法に比べて英米法には、多様・多彩な権利の実現方法がある 
 
契約法上の責任ではないが、例えば、アメリカの商標法(Lanham Act)では、商標権の侵害さ

れた被害者に対して、「Accounting for Profit」と言う救済方法を与えることができる 
 
不法行為等の損害賠償の原則では、「被った損害」の賠償を求めることになるが 
 
商標等の無体財産権の不正使用を防止するには、「被った損害」ではなく、 
 
「不正に得た利益」をはきださせるのが有効な方法になる 
英米法における Remedies 
Remedies（救済方法、権利実現方法）という観点からみた、「効果から遡る」英文契約書の

条項の整理 
  
void, voidable, rescind, repudiate, cancel, terminate 
 
損害賠償の「損害」概念の違い 
 
「liquidate」とか「Liquidation」 
 
「解除・取消」系の用語は、要件と効果の対応を対にして標準的な枠組みで理解し、 
 
付随的、間接的損害等は、損害賠償の原則（予見可能性）との関係と、法政策的な 
 
懲罰賠償、二倍額、三倍額賠償という制度 
 

第 20 回 債務不履行と損害賠償： 
 

契約違反の損害賠償について、日本法と英米法・英米契約法上の問題点を確認し、責任制限

条項の意義を理解する 
 

 
英文契約法務のスペシャリスト（弁護士）が教授する 
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IPEC 国際法務実務者養成シリーズ 
 
「IPEC メソッド」による 
基礎英文契約書講座 
2012 年 4 月 10 日 
第 20 回 債務不履行と損害賠償： 契約違反の損害賠償について、日本法と英米法・英米契

約法上の問題点を確認し、責任制限条項の意義を理解する 
第 20 回目の内容 
第 20 回目のテーマは、債務不履行と損害賠償である。 
 
契約違反の損害賠償について、 
 
日本法と 
 
英米法・英米契約法上の問題点を確認し、 
 
責任制限条項の意義を理解する 
 
契約違反と債務不履行 
 履行不能・履行遅滞・不完全履行（積極的債権侵害） 
 
 Breach of Contract として一体的に理解 
 
 差異はどこに出ているか 
 
 契約責任の理解をめぐる問題点 
契約違反と損害賠償 (1) 
日本法 
（債務不履行による損害賠償）  
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによ

って生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行

をすることができなくなったときも、同様とする。 
英米法 
§ 2-610. Anticipatory Repudiation. 
  
When either party repudiates the contract with respect to a performance not yet due the 
loss of which will substantially impair the value of the contract to the other, the aggrieved 
party may 
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(a) for a commercially reasonable time await performance by the repudiating party;  or 
  
(b) resort to any remedy for breach (Section 2-703 or Section 2-711), even though he has 
notified the repudiating party that he would await the latter's performance and has 
urged retraction;  and 
  
(c) in either case suspend his own performance or proceed in accordance with the 
provisions of this Article on the seller's right to identify goods to the contract 
notwithstanding breach or to salvage unfinished goods (Section 2-704). 
 
契約違反と損害賠償 (2) 
日本法 
（損害賠償の範囲）  
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の

賠償をさせることをその目的とする。  
２  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見する

ことができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。  
英米法 
Hadley v Baxendale [1854] EWHC J70 
契約違反と損害賠償 (3) 
日本法 
英米法 
 
§ 2-703. Seller's Remedies in General. 
  
(1) A breach of contract by the buyer includes the buyer's wrongful rejection or wrongful 
attempt to revoke acceptance of goods, wrongful failure to perform a contractual 
obligation, failure to make a payment when due, and repudiation. 
  
(2) If the buyer is in breach of contract the seller, to the extent provided for by this Act or 
other law, may: 
  
(a) withhold delivery of such goods; 
  
(b) stop delivery of the goods under Section 2-705; 
  
(c) proceed under Section 2-704 with respect to goods unidentified to the contract or 
unfinished; 
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(d) reclaim the goods under Section 2-507(2) or 2-702(2); 
  
(e) require payment directly from the buyer under Section 2-325(c); 
  
(f) cancel; 
  
(g) resell and recover damages under Section 2-706; 
  
(h) recover damages for non-acceptance or repudiation under (Section 2-708(1) or in a 
proper case the price (Section 2-709); 
 
契約違反と損害賠償 (4) 
日本法 
英米法 
 
§ 2-705. Seller's Stoppage of Delivery in Transit or Otherwise. 
  
(1) The seller may stop delivery of goods in the possession of a carrier or other bailee 
when he discovers the buyer to be insolvent (Section 2-702) or if the buyer repudiates or 
fails to make a payment due before delivery or if for any other reason the seller has a 
right to withhold or reclaim the goods. 
  
(2) As against such buyer the seller may stop delivery until 
  
(a) receipt of the goods by the buyer;  or 
  
(b) acknowledgment to the buyer by any bailee of the goods except a carrier that the 
bailee holds the goods for the buyer;  or 
  
(c) such acknowledgment to the buyer by a carrier by reshipment or as a warehouse;  or 
  
(d) negotiation to the buyer of any negotiable document of title covering the goods. 
 
契約違反と損害賠償 (5) 
日本法 
英米法 
 
§ 2-711. Buyer's Remedies in General;  Buyer's Security Interest in Rejected Goods. 
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(1) A breach of contract by the seller includes the seller's wrongful failure to deliver or to 
perform a contractual obligation, making of a nonconforming tender of delivery or 
performance, and repudiation. 
  
(2) If the seller is in breach of contract under subsection (1), the buyer, to the extent 
provided for by this Act or other law, may: 
  
(a) in the case of rightful cancellation, rightful rejection, or justifiable revocation of 
acceptance, recover so much of the price as has been paid; 
  
(b) deduct damages from any part of the price still due under Section 2-717; 
  
(c) cancel; 
  
(d) cover and have damages under Section 2-712 as to all goods affected whether or not 
they have been identified to the contract; 
  
(e) recover damages for nondelivery or repudiation under Section 2-713;  
 
 
 
契約違反と損害賠償 (6) 
日本法 
英米法 
 
§ 2-712. "Cover";  Buyer's Procurement of Substitute Goods. 
  
(1) If the seller wrongfully fails to deliver or repudiates or the buyer rightfully rejects or 
justifiably revokes acceptance, the buyer may "cover" by making in good faith and 
without unreasonable delay any reasonable purchase of or contract to purchase goods in 
substitution for those due from the seller. 
  
(2) The buyer may recover from the seller as damages the difference between the cost of 
cover and the contract price together with any incidental or consequential damages as 
hereinafter defined (Section 2-715), but less expenses saved in consequence of the seller's 
breach. 
  
(3) Failure of the buyer to effect cover within this section does not bar him from any other 
remedy. 
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契約違反と損害賠償 (7) 
日本法 
英米法 
 
§ 2-713. Buyer's Damages for Non-delivery or Repudiation. 
  
(1) Subject to Section 2-723, if the seller wrongfully fails to deliver or repudiates or the 
buyer rightfully rejects or justifiably revokes acceptance: 
  
(a) the measure of damages in the case of wrongful failure to deliver by the seller or 
rightful rejection or justifiable revocation of acceptance by the buyer is the difference 
between the market price at the time for tender under the contract and the contract price 
together with any incidental or consequential damages under Section 2-715, but less 
expenses saved in consequence of the seller's breach; and 
  
(b) the measure of damages for repudiation by the seller is the difference between the 
market price at the expiration of a commercially reasonable time after the buyer learned 
of the repudiation, but no later than the time stated in paragraph (a), and the contract 
price together with any incidental or consequential damages provided in this Article 
(Section 2--715), less expenses saved in consequence of the seller's breach. 
  
(2) Market price is to be determined as of the place for tender or, in cases of rejection after 
arrival or revocation of acceptance, as of the place of arrival. 
 
契約違反と損害賠償 (8) 
日本法 
英米法 
 
§ 2-714. Buyer's Damages for Breach in Regard to Accepted Goods. 
  
(1) Where the buyer has accepted goods and given notification (subsection (3) of Section 
2-607) he may recover as damages for any non-conformity of tender the loss resulting in 
the ordinary course of events from the seller's breach as determined in any manner which 
is reasonable. 
  
(2) The measure of damages for breach of warranty is the difference at the time and place 
of acceptance between the value of the goods accepted and the value they would have had 
if they had been as warranted, unless special circumstances show proximate damages of a 
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different amount. 
  
(3) In a proper case any incidental and consequential damages under the next section 
may also be recovered. 
 
契約違反と損害賠償 (9) 
日本法 
英米法 
 
§ 2-715. Buyer's Incidental and Consequential Damages. 
  
(1) Incidental damages resulting from the seller's breach include expenses reasonably 
incurred in inspection, receipt, transportation and care and custody of goods rightfully 
rejected, any commercially reasonable charges, expenses or commissions in connection 
with effecting cover and any other reasonable expense incident to the delay or other 
breach. 
  
(2) Consequential damages resulting from the seller's breach include 
  
(a) any loss resulting from general or particular requirements and needs of which the 
seller at the time of contracting had reason to know and which could not reasonably be 
prevented by cover or otherwise;  and 
  
(b) injury to person or property proximately resulting from any breach of warranty. 
 
契約違反と損害賠償 (10) 
日本法 
英米法 
 
§ 2-716. Buyer's Right to Specific Performance or Replevin. 
  
(1) Specific performance may be decreed if the goods are unique or in other proper 
circumstances. In a contract other than a consumer contract, specific performance may be 
decreed if the parties have agreed to that remedy. However, even if the parties agree to 
specific performance, specific performance may not be decreed if the breaching party's 
sole remaining contractual obligation is the payment of money. 
  
(2) The decree for specific performance may include such terms and conditions as to 
payment of the price, damages, or other relief as the court may deem just. 
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(3) The buyer has a right of replevin or similar remedy for goods identified to the contract 
if after reasonable effort the buyer is unable to effect cover for such goods or the 
circumstances reasonably indicate that such effort will be unavailing or if the goods have 
been shipped under reservation and satisfaction of the security interest in them has been 
made or tendered.  
  
(4) The buyer's right under subsection (3) vests upon acquisition of a special property, 
even if the seller had not then repudiated or failed to deliver. 
 
契約違反と損害賠償 (11) 
日本法 
英米法 
 
§ 2-717. Deduction of Damages From the Price. 
  
The buyer on notifying the seller of his intention to do so may deduct all or any part of the 
damages resulting from any breach of the contract from any part of the price still due 
under the same contract. 
 

（完） 


