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1 序論

　先生方もお気づきかと思いますが、最近、
日本語の契約書が以前と比べるとかなり複雑
なものになっております。昔は国内担当、海
外担当がはっきり分かれていたのですが、最
近は事業部ごとにカンパニー制という、採算
がすぐ分かる体制になっているため、その事
業部のビジネスについては、国内・海外全て
の契約を担当することになっています。
　そうしますと、日本語の契約書と英文契約
書と両方を担当することになります。両方を
比較すると、英文契約書に比べ日本語の契約
書はシンプルすぎて少し不安になると思いま
す。しかし、最近は、免責条項や一般条項、
不可抗力に関する条項が入ってくるというこ
とで、だんだん日本語の契約書が複雑になっ
てきています。逆に言うと、英文契約書の知
識を持っていただくと、最大限、含められる
条項の最大公約数が把握できますので、そう
いう意味で非常に勉強になるわけです。
　日本語の契約書というのは性善説で非常に
シンプルになっている一方、英文契約書は性
悪説で書かれていますので、複雑で、条文の
数も多いですし、ページ数も多くなります。
何かトラブルがあったときにこういう解決を
するという内容の条項が全部網羅されている
といっても過言ではありません。ですから、
英文契約を勉強することはトラブル解決の指
針を理解するものと考えてください。何かト
ラブルがあったときに英文契約書を一生懸命
見ていると、どこかに手がかりがあると思い
ます。
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　英文契約書で使われている重要な表現は比
較的短期間で効果的に学習できるもので、せ
いぜい800程度です。全業界で800ですので、
これで業界を絞るともっと限定されるという
ことになると思います。宣伝するわけではな
いのですが、日本加除出版さんから出させて
いただきました、『契約書が楽に読めるように
なる 英文契約書の基本表現』というピンクの
表紙の本には、重要な表現800個全てカバーし
ておりますので、辞書的に使っていただくと
非常に使いやすいかと思います。
　しかし、そうはいっても、英文契約、法律
英語全体を含め、難しいというふうにやはり
感じていらっしゃる方が多いと思います。私
は、入社当時、法学部で勉強をしっかりやっ
ていたわけではないのですが、法務部に配属
されまして、それがきっかけでこちらの世界
に入ることになりました。最初に上司から任
された仕事というのが、売買の基本契約書の
英文翻訳でした。今でもはっきり覚えていま
すが、最初に読んだ時、本当にこんな英語が
あるのかということでびっくりしまして、僕
の人生はいったいどうなるんだということで、
つまずいてしまった経験があります。ただ、
英文契約書も慣れてきますと同じパターンの
繰り返しだということが分かってきますので、
覚えておくことは思っているほど多くありま
せん。英文契約、法律英語全体はそうですが、
いったんマスターしていただくと、一生使え
ます。今の世の中、一生使える技術とかノウ
ハウというのはあまりないです。どんどん、
どんどん古くなってきます。ところが英文契
約書の知識はずっと使えますので、これほど
投資の価値のある分野はないと思います。せ
っかく英文契約書を勉強されるのでしたらぜ
ひマスターしていただきたいです。先生方は
日本語で法律の仕事をやられているので、素
養は十分にあると思いますから、スッと頭に
入ってくると思います。絶対に一般の方より
習得は早いと思います。
　あと、日本語の契約書は英文契約書の影響
を強く受けています。したがって英文契約か
ら学ぶのが効率的です。それから最近の事例

のトレンド、例えば東芝とウエスタンデジタ
ルとの合弁契約の紛争を見ていただいても、
これは英文契約書の解釈そのものが争点にな
っています。
　その他、先生方の中には初めてでも英文
契約書は大丈夫でしょうかと不安に思われ
る方もいらっしゃると思いますが、実際、
TOEIC300点で1年半くらいでマスターされた
という方がいらっしゃいます。
　この方が、短期間で習得できた理由の1つ
は、英文契約の知識というのはそんなに難し
いものではないこともありますが、もう1つの
理由としては、この方は、国内のビジネスの
経験が10年ぐらいあったということです。結
局、契約書というのは、取引の条件が書かれ
ていますので、ビジネスが分かっていれば分
かっているほどイメージが浮かんできます。
ですから、英文契約書を読んでいただいて何
かしらのイメージが浮かんでこないとなると、
おそらく英文契約の知識かビジネスの知識の
いずれかが不足しています。そういうことで、
今回は、英文契約書というか法律英語を中心
にお話ししますが、同時に扱っているビジネ
スの知識も、車の両輪のように、ぜひ同時に
勉強していただくと非常に効果的かと思いま
す。
　まず、ウオーミングアップでございますが、
助動詞の使い方です。助動詞は権利、義務や
禁止などを表しているのですが、「Developer 
shall deliver SOFTWARE to customer before 
delivery day」という例文を見てください。こ
の「SOFTWARE」は大文字になっています
が、これは契約書の中で定義されている言葉
という意味です。ですからこれが大文字とい
うことはどこかで定義されているということ
になります。これはどういう意味かといいま
すと、開発業者は納入日までに「本ソフトウ
エア」、あるいは「本件ソフトウエア」をこれ
へ納入するものとするという義務を表してい
ます。
　こういうドラフトがカスタマーの方から来
た場合の対応について考えてみてください。
我々はそのデベロッパーの立場でこれを受け
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取ったときに、この「delivery date」という
のが、これは特定の日付がここに入るのです
が、この納期だったら問題ないなとスッと受
けてしまうということがあると思います。し
かし、ソフトウエアの開発というのはスケジ
ュールが遅れるのは当たり前ですので、例え
ばこれを努力、義務に変えるというカウンタ
ーの打ち方があります。そこで、「shall」で
すと義務ですので、「will make reasonable 
eff orts」という文言を入れていただくと、合
理的な努力をするということで努力、義務と
いうことになります。このように修正した場
合、合理的な努力をすれば、たとえ遅れても
免責される可能性が出てくるということにな
ります。例えばお客さんの方から非常に不合
理な設計変更を直前に言ってきて、対応せざ
るを得なくなった場合、さっきの「shall」だ
け残ってしまいますので、そういう場合にリ
スクが出てまいります。この場合、修正して
おけば、設計変更さえなければちゃんと予定
どおりいったんだという説明ができますので、
必ずしも義務違反ということにはならないと
いうことになると思います。

2 アメリカの訴訟における
大きなリスク

　それでは本論に入りたいと思います。まず
はUSコモンローシステム、アメリカの法体系
のところをお話しさせていただきます。
　まず、アメリカでは、訴訟におけるリスク
が非常に大きいということです。特に日本企
業が巻き込まれたときに、非常にリスクが大
きいです。そして、訴訟社会アメリカという
ことで、もともと訴訟が多いのです。アメリ
カはもともと移民の国ですので、いろいろな
人種がお互いひしめき合って我慢しながら生
活しているわけでして、そこでいったんトラ
ブルが発生すると、同じ人種同士だと別の解
決があるのかもしれませんが、人種が違う場
合には話し合っても仕方がないという根本的
な考え方があると思います。つまり、アメリ
カでは、共通の価値観がなく、法律が唯一の

共通の価値観であるということです。今アメ
リカでは年間だいたい新規の訴訟が2,000万件
発生いたします。これに対し、日本はおそら
くその10分の1ぐらいにすぎません。そうする
と、アメリカの人口というのは日本のおよそ3
倍にもかかわらず、訴訟は10倍ありますので、
その訴訟に対する文化の違いが理解できると
思います。
　訴訟がこれだけの件数になると、その訴訟
の判決というのが蓄積されて法律のルールに
なっていきます。アメリカの訴訟リスクの原
因として、高額賠償を支えるアメリカの司法
インフラがあります。日本でも成功報酬制度
というのは当然ございますが、アメリカでは
弁護士に依頼するとき、例えば欠陥車で損害
を被ったとか、あるいは、薬の副作用があ
って製薬会社を訴えたいというような場合
に、被害者の方が弁護士のところへ相談に行
きますと、着手金は請求されず、成功報酬の
みを請求されるというのが一般的です。つま
り、着手金はゼロで勝訴時のみ成功報酬だけ
を支払えばよいという契約です。しかし、報
酬以外にも多額の費用がかかることもありま
す。例えば、アメリカでは専門家証人として、
証言を職業としている人たちがいます。こう
いった人たちに証言をお願いする場合、当然
費用がかかってまいります。あと、日本企業
が巻き込まれると、当然翻訳や通訳の費用と
いうのもかかってきます。そういったものが
報酬以外の費用としてかかってくるわけです。
成功報酬というのはあくまで報酬だけを支払
えばよいということなのですが、場合によっ
ては費用負担まで成功ベース（成功を条件）
にするという弁護士もいるようです。アメリ
カの各州の弁護士の倫理規定では、成功報酬
額は受け取った和解金なり判決額の3分の1ま
でと決まっています。時々判決額の半分ぐら
い弁護士の方に払ったという報道があります
が、それはおそらく立替えた費用の方も含め
て支払ったということだと思います。ですか
ら弁護士の方も、成功報酬のみを請求すると
いう契約はよく弱者の保護になっているとい
うことを言われるのですが、実際に弁護士の
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方も当然業（なりわい）でやっているわけで
すから、勝てそうなケースでないと受任する
のは慎重になるでしょう。結局、本当に弱い
立場で勝てる見込みがない場合に受任しても
らえないという問題があって、必ずしも100％
弱者の保護になっているかというのは甚だ疑
問だと思います。
　次に訴訟したからには、当然勝てなければ
意味がありません。訴訟の勝ち負けというの
が通常、証拠の有無で決まってまいります。
そこで重要なのがこの証拠開示の手続、ディ
スカバリーの手続です。日本の訴訟ですと、
強制的に提出してくださいというケースはほ
とんどないと思います。
　このディスカバリーに従わなかったが故に、
日本のメーカーが薬の副作用の事件において、
PL訴訟で負けた例があります。このルイジア
ナ州で訴訟が提起されるまで、ほとんどの州
では、いくつかの州で訴訟されて、全部日本
のメーカーは勝っていたのです。ところが、
ルイジアナ州の連邦裁判所での訴訟の時、そ
こでディスカバリーにしたがわなかったとい
うことで懲罰賠償が下されています。これは、
その証拠を開示しなかった行為が悪質であっ
て、二度と同じことを繰り返させないという、
懲罰的な意味があります。日本のメーカーの
ケースでは、どうも副作用があるというデー
タを隠していたわけではなかったにもかかわ
らず、それを意図的に廃棄したのではないか
と陪審員が認定をして、日本円にして約8,000
億円の懲罰賠償を下されています。8,000億円
です。これは、アラスカの原油の流出事故で、
1兆円ぐらいを超えた賠償額があると聞いてい
ますが、この日本のメーカーの場合の懲罰賠
償の金額がアメリカで史上2番目だそうです。
大事なことは、この判決はまず、陪審裁判に
よるものだということです。この陪審裁判と
いうのは、民事、刑事両方で行われるのです
が、事実認定を全部一般市民から選ばれた陪
審員が行います。陪審裁判が当事者の一方に
よって選択された場合には、陪審裁判をやら
なければいけないんです。ですから、通常、
日本企業が被告になったりすると、原告のア

メリカ人なりアメリカ企業は必ずこの陪審裁
判を選びます。なぜ陪審裁判が有利なのかと
いうと、「アメリカ人の被害者対日本企業」と
いう図式になり、アメリカ市民の陪審員はア
メリカ人に同情するということになるからで
す。
　なぜ同情するかというと、アメリカは民事
も刑事も陪審裁判になる割合というのは高く、
民事のPL事件になりますと技術的な話になり、
非常に分かりにくいまま陪審員は事実認定を
するので自分の感情の赴くままに勝たせたい
ということになってしまうからです。北米日
本メーカーのセクハラ訴訟も、陪審裁判が選
ばれています。あれも200億円の請求で、懲罰
賠償が請求されました。懲罰賠償というのは
要件が厳しくて、簡単には認定されないので
すが、原告側はもし認定された場合には大き
な賠償額が期待できるということです。
　アメリカではこの懲罰賠償の制度があるの
で、証拠開示でまずは必要な証拠というのを
全部提出させることができます。一方、日本
の場合ですと、一個人の被害者の方が大手の
メーカーを相手に証拠というのをどこまで提
出させることができるかというと、あまり期
待できない現状にあります。これが日本の訴
訟とアメリカの訴訟が一番大きく違う部分だ
と思います。
　あと、次にアメリカの訴訟における大きな
リスクとして「三倍賠償」があります。これ
は懲罰賠償の一種です。アメリカでは特許侵
害訴訟や独禁法（反トラスト法）違反でこの
制度が認められております。つまり、アメリ
カでは反トラスト法違反で損害を被った当事
者は、加害当事者に対しては損害賠償請求が
できます。以前、アメリカのバーイグザム
（州司法試験）で有名なバーブリという予備校
が、3か月の集中講義の値段を独占的地位を利
用してつり上げたという事実について、バー
ブリの値段をつり上げた行為が独禁法違反だ
ということから、バーブリの受講生が、集団
訴訟を提起したという事例があり、最終的に
受講者にそれぞれ100ドルぐらいが戻ってきた
ということがありました。

講演録：これだけは押さえておきたい法律英語
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　ただ、この懲罰賠償が適用されるのは、実
際の損害額の3倍までということになっていま
す。そんなに青天井ではないので、少し一安
心ということにはなります。
　今までの話をまとめますと、まず、アメリ
カでは、成功報酬制度が多く採用されている
ので、着手金を払わずに簡単に訴訟を提起で
きますし、その証拠を集めるのも簡単ですの
で、勝てる可能性が高くなります。しかも懲
罰賠償も認められる可能性もあるし「三倍賠
償」、あと、賠償額自体の計算方法も高額のも
のが出るようになっています。しかも陪審裁
判では、差別される外国企業である日本の企
業は、負ける可能性が極めて高くなるのでは
ないかと思います。
　アメリカでは、こういった大きな訴訟にお
けるリスクがあるというのが最初のお話です。
次に制度全体の説明ということで、キーワー
ドであるコモンローとエクイティーについて
説明していきます。

3 コモンローと
エクイティーについて

　我々が使っているこの英米法というキーワ
ードは英語圏の法律、法体系ということを指
していますが、イギリスがベースになってい
て、そこからいろいろなところに散らばって
発展していったということです。例えばアメ
リカ法といったときに、英文法の法体系のコ
モンローとエクイティーをさすということに
なります。
　コモンロー（普通法）というのは、いわゆ
る判例法で、裁判所が判断する判決文の中の
法的ルールに該当する部分です。全部がルー
ルになるわけではないですが、重要な部分が
ルールになっていくわけです。これが原則で
す。それに対してエクイティー（衝平法）と
いうのは、例外的、衝平法というふうに、バ
ランスを取る法律というように訳しますが、
コモンローの判決で救済が不十分な場合には、
このエクイティーのルールが出てきまして判
断するという仕組みになっております。

　もともとイギリスでは、コモンローの方が
国王が主催する裁判所と、エクイティーの方
が教会が主催する裁判所ということで分か
れておりました。今は一緒になっております
が、いまだにそのコンセプトというか考え方
は残っております。例えば秘密保持契約が締
結されたのですが、相手方はこちらから受け
取った秘密情報を勝手に第三者に開示しまし
た。あるいは自社の製品に勝手に利用したと
します。その場合に、コモンローの原則とし
ての救済制度としては損害賠償による解決に
なります。契約違反に基づく損害賠償請求で
す。お金で解決するというのが原則であるコ
モンローのルールになります。それに対して、
それでは不十分だという場合もあるわけです。
例えば今のように許諾なく自社製品に勝手に
使いました。そうすると、同じノウハウを使
って、自社製品をどんどん販売されてこちら
の製品が売れなくなってしまうと、こちらと
してはいわゆる使用の差止めまで求めたいと
いうことになると思います。「injunction」が
差止めという意味なのですが、これがエクイ
ティーの考え方になります。つまり、金銭の
賠償だけだと不十分だという場合に初めて例
外法としてのエクイティーが出てくるわけで
す。ですから、よく秘密保持契約書の一般条
項の中に、秘密保持義務違反は重大な契約違
反であり、直ちに差止め請求されても同意し
ますよという規定が入っていることがあると
思いますが、それはそういう趣旨です。です
から、契約書であらかじめ合意しておけば、
裁判所からも救済されやすいということだと
思います。書いてないと逆に金銭の賠償によ
る救済だけになってしまうということです。
　これが最も分かりやすい例をご紹介します。
イーベイ事件というのがあります。パテント
トロール、お金になりそうな特許を集めて、
大手のIT企業を訴えて和解金を請求している
会社が、イーベイというアメリカのオークシ
ョンサイトの会社に対し、イーベイが使って
いる技術に対して特許を持っているというこ
とで、特許侵害に基づく損害賠償と差止めを
求めたというものです。差止め請求権が認め
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られれば、和解で解決するにしても、とりあ
えずビジネスが止められてしまいますので、
イーベイの方も当然和解金をもっと積むから
和解してくれということになって、和解金が
どんどん増額されてしまいます。
　そこで、イーベイはこういう主張をしまし
た。つまりパテントトロールというのは自分
で事業をやっているわけではない、自分で事
業をやっていれば自分の製品が売れなくなっ
たりするので、差止めによる主張が必要にな
りますが、そもそも事業をやってないなら差
止めをする必要がないという主張をしたわけ
です。
　それが最高裁で認められて、この事件以降
アメリカの特許侵害訴訟では、パテントトロ
ールからの請求による差止めが原則認められ
なくなりました。アメリカの最高裁の判決は
絶対で、制定法以上の効力がありますので、
下級審の裁判所がしたがいました。そこで、
パテントトロールたちは、今度は関税法違反
で、国際貿易委員会の方に申し立てをして、
輸入の差止めを行うことに積極的になってい
ます。要するに特許侵害の製品とか部品を輸
入することというのはアメリカの関税法違反
で禁止されていまして、そっちの方は差止め
ができるという主張です。トロールは、今度
はそちらの行政事件の方にくら替えをして、
行政裁判所はその対応に非常に忙しくなって
いるという状況です。
　アメリカのパテントトロール訴訟というの
は大変な状況になっていまして、アメリカの
特許侵害訴訟というのはだいたい過去20年以
上、年間新規訴訟約2,000件ぐらいを推移して
いたのですが、現在年間約6,000件にもなって
います。増えた4,000件というのは全部パテン
トトロールによる訴訟です。ですから、アメ
リカではパテントトロール対策というのがか
なり大変な仕事になっていますが、今お話し
しましたように差止めの救済というのはあく
までコモンローの例外だという、1つの分かり
やすい例を説明させていただきました。
　また、権利放棄の条項もよく一般条項で要
件は必ず入ってきますが、これも例外法であ

るエクイティーの考え方です。つまり権利行
使をタイムリーに怠ると、その権利を放棄し
たと見なされるということで、エクイティー
の考え方の1つといわれています。日本の裁判
所の判決によく出てきますエストッペルやク
リーンハンドの原則も同様にエクイティの考
え方です。
　つまり、権利として持っているがそれを行
使するのは不公平になるというような場合で
す。有責配偶者からの離婚請求も日本の裁判
所の判決に引用されていますが、これもクリ
ーンハンドの原則が適用されたのと思います。
以上が、コモンローとエクイティーです。

4 連邦法と州法をまたがる
法律問題について

　アメリカの制度は連邦制度というのを採っ
ていて、フェデラリズムと言っております。
これに対し、ステートローという州法があり、
アメリカの各州は小国家と考えていただくと
分かりやすいかと思います。アメリカは大き
く言うと連邦政府と50の州から構成された二
重構造になっているわけです。
　日本の基本六法というのは、州法に近いで
す。つまり完全な法体系というのは、州法の
方にあるということです。ですから、法曹資
格も州ごとに分かれているわけです。州ごと
で司法試験を受けてライセンスをもらうとい
う形になっていますが、半分ぐらいの州で互
換性があり、カリフォルニアやハワイやフロ
リダなど、そこに住みたい弁護士でいっぱい
になってしまいますので、そこは弁護士も改
めて司法試験を受けなければいけないという
ことになっています。
　そういう皆さんが暖かくて老後に行きたい
ようなところでは、どんなにご高齢でも試験
を受けて合格しないと登録できません。ただ、
では、全く裁判所に立てないかというとそう
ではなくて、事件ごとに特別な許可を受けれ
ば、ほかの州の弁護士でも法廷には立てるよ
うです。
　ですから、まず最初に各州という小国家が
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あって、その上に連邦法が乗っかってくる形
になりますから、連邦法というのは各州から
委任を受けて、特定分野のみ適用される法律
だということです。基本的に、外交問題、条
約締結権限、軍事関係、それから破産法、移
民法は州ごとに基準が違うとまずいので全て
連邦法です。独禁法については、連邦法およ
び各州法の二重構造になっており、当然のこ
とながら連邦法が優先することにはなってい
ます。
　それから商標法も、これも州ごとに違って
いまして、連邦法の二重構造になっています。
営業秘密は基本的に州法ですが、最近、連邦
法として営業秘密法が制定されましたので、
重複している部分で矛盾があれば連邦法が優
先するという形になります。
　それから産業スパイ法はよく出てきます。
よくFBIが捜査に入ったという報道があったり
しますが、FBIというのは、連邦捜査局ですの
で、あくまで連邦の機関です。ですから連邦
法の犯罪ということになると、FBIが動くこと
になります。実際FBIが動いたというのは確か
に重大な事件なのですが、ただ単に連邦法に
基づくというだけでして、州法でも連邦法よ
りも厳しく処罰される法律はたくさんあると
思います。
　また、売上税の徴収は各州の権限になって
おり、州ごとにセールスタックスのレートが
違っています。最近、日本でいうと消費税の
値上げが問題となっていますが、アメリカの
消費税（Sales Taxですので正確には売上税）
は、デラウェア州など0％の州もありますが、
多くの州ではだんだん値上がりしてきている
ようです。
　以上のとおりですから、英文契約書で準拠
法の指定をするとき、どこの国の法律で解釈
するかというときに、アメリカ法というのは
ございません。アメリカの場合に準拠法の指
定は必ずどこかの州法になります。特に契約
の解釈となるとこれは州法の分野です。会社
法や不法行為法、PL法など、全部州法です。
　あと、一般の刑事法も基本的に州法です。
ですから、州によって刑事法の分野では、犯

罪の呼び方も違ってきますし、手続も若干違
ってきたりというのがあります。よくアメリ
カの刑事事件で、マスコミの取材とかにあっ
たりするのですが、どこの州かによって法律
が全然違ってきますので、事前に一生懸命ネ
ット等で調べておいて、お答えできるように
しています。
　それから裁判所も連邦裁判所と州裁判所で、
これも二重構造になっています。基本的には
連邦裁判所というのは、連邦法の事件を管轄
し、州裁判所は州法の事件を管轄するという
ことになります。ただ、連邦裁判所は州をま
たがった事件や国際事件も扱います。例えば
日本のメーカーが、アメリカのPL事件の被害
者から日本の本社が訴えられましたというと
きには、これは州法の事件ですので、州の裁
判所も管轄を持ちます。
　ところが、州の裁判所というのは、多くの
場合は選挙で裁判官が選ばれるという背景が
ございまして、つまり外国企業に対して偏見
を持っている可能性があります。ですから、
通常は中立的な裁判官を期待できる連邦裁判
所に移送の請求をする場合が多いです。一方、
州をまたがった事件（州際相違事件）は連邦
裁判所の管轄になり、連邦裁判所の裁判官と
いうのは連邦政府が指名をして議会で承認さ
れていますので、比較的、偏見を持たない方
が多いというふうにいわれています。
　ですから、ロサンゼルスみたいに大きな街
ですと、フェデラルコート（連邦裁判所）と
ステートコート（州裁判所）は、はっきりビ
ルが分かれているのですが、小さな街なんか
ですと、同じビルの中にフェデラルコートと
ステートコートが混在しているというのも結
構ございます。以上、連邦法と州法をまたが
る法律問題について解説しました。
 （次号へつづく）
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