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5 証拠開示手続について

　ここからは、前編で言及した証拠開示の手続
について説明します。証拠開示手続があるとい
うことは、争点に関連する証拠は基本的に相手
方に対して開示をしなければいけないという
ことを意味しています。
　証拠開示の手続にはいくつか種類がございま
して、1つ目はクエスチョネア（questionnaire）、
つまり質問状で、書面で質問をして書面で回答
してもらうやり方です。裁判所に書式がありま
して、その書式に含まれていない部分はタイプ
で打って、アディショナル（additional）とい
うことで質問してくることが多いです。そうす
ると、標準の書式に書かれている内容は事件に
関係ないことが書かれていたりしますので、書
面での回答に非常に時間がかかったりします。
　2つ目は、「Request for Production of Docu
ments」、通称RPDの文書提出要求です。これ
は相手方にどういう証拠があるかが分かって
いる場合、または、分かっていなくても、こ
ういう種類のものが当然あるでしょうと分か
る場合に使われます。例えばPL事件の場合に、
被害者側がメーカーに対して車のブレーキが
利かなかったので、事故を発生させた車のブ
レーキ部位の設計図面を出してくれという要
求をします。例外に該当しない限りは開示し
なければいけないのです。これに従わない場
合には裁判所に命令を出してもらい、それに
従わないと制裁措置（sanction）が出てまいり
ますので注意が必要です。
　証拠開示の要求に従わなくても良い例外は
3つございます。1番目は「Attorney - Client 
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Privilege」、いわゆる弁護士秘匿特権です。こ
れは弁護士と依頼者間のコミュニケーション
（交信）、あくまでその事件についてリーガルア
ドバイスをもらうためのコミュニケーションに
限定されますが、これは一切開示しなくていい
ということです。仮に例外が認められず、これ
らの交信が証拠として出されてしまいますとう
かつなことは言えなくなってしまいますが、弁
護士に対して依頼者が重要な事実を隠したりす
る可能性があります。そこで、そういうことが
ないように全ての事実をありのままに依頼者か
ら打ち明けてもらえるように、こういう権利が
認められているのです。これは外国の弁護士に
も適用されます。メールのCCに弁護士を入れ
ておけば全て非開示になる、という誤解をされ
ている企業の方もいらっしゃるようです。しか
し、非開示となるのは、リーガルアドバイスを
求めたことに対する回答部分に限定されます。
単にCCに弁護士を入れるだけでは対象になら
ないので気を付けなければいけないのですが、
この弁護士秘匿特権だけでおそらく1日講演会
ができるくらい、非常に複雑なケースもたくさ
んございます。例えばこちらが代理している会
社の事件と関係ない社員の方にメール送信して
しまうと、この特権がなくなってしまいますの
で気を付けないといけません。
　それから2番目が、「work product」（作業成果
物）の例外です。こういう訴訟戦略で行こうとい
うようなメモは、相手に作戦が分かってしまい
ますので、これも非開示が認められています。こ
の2つは絶対的な非開示が認められています。
　これに対して3番目の「trade secret」、企業
秘密の非開示の例外については、相対的なも
のでして、そこにしかその証拠がないという
場合は、例外が認められないことになります。
主張がしやすいので、企業秘密という例外が
主張されるケースが多いのですが、争われて
最後はそこにしか証拠がないとなると、開示
が強制されるということになるかと思います。
　あと、最近問題になっているのが、eディスカ
バリー、電子証拠開示です。日本の裁判所では
いまだファクスが使われていますので、電子開
示というのはまだ先だと思いますが、アメリカ

では2006年12月に、連邦民事訴訟規則が改正に
なり、eディスカバリーが導入されています。そ
の後、全米の50州全てが同改正に倣って電子開
示の手続を採用しています。証拠開示の対象と
いうのは、最近ではペーパーというのは非常に
少なくて、電子データが圧倒的に大多数です。
ところが、このeディスカバリーの導入により、
電子データは時間がかかるとか、不可能である
という言い訳は通用しなくなっています。
　先生方のところにも、フォレンジックの電子
ディスカバリーのお手伝いをしますよ、という
コンサルタントの方がいらっしゃることがあ
ると思います。アメリカの訴訟ですと、こうい
う電子ディスカバリーに対応できることは重
要ではありますが、実際に対応できるように準
備するには、非常に費用がかかります。まず民
事訴訟の提訴日時点でどういう状態で文書が
保存されているかというのを全部出さなけれ
ばいけません。つまりどんどんシステム上の
状態が更新されてしまいますので、それをホー
ルド（Litigation Holdといいます）しなければ
いけない、ホールドしたものを保管して出さな
ければいけませんから、事前にシステム上で対
応しておく必要があると思います。
　ただ、実際は、最初にディスカバリー会議で
証拠開示の進行について、裁判所と原告、被告
で協議をしますが、そこで電子開示は可能な範
囲でやりましょうという合意がなされること
が多いです。
　少し前にカリフォルニア州の訴訟をお手伝
いしたときには、お互いある程度の規模の企
業同士だったので、争点に関する電子ファイ
ルを出せというリクエストは来ました。こち
らも同じような要求をしていたのですが、結
局は、相手が出さないからといってそれ以上
お互い強制しなかったので、それで済んでし
まったということもあります。
　ですから、eディスカバリーのコンサルタン
トがディスカバリー対応はやっておかないと大
変ですよと言ってくるのですが、実際にやって
みると、対応が迫られることは多くないと思い
ます。もちろん、頻繁にアメリカの訴訟に巻き
込まれるというのであれば、準備しておく必要
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があるかもしれませんが、初めてで今後再び起
きるかどうかは分からないという場合には、多
額の費用をかけてまで対応するかは検討が必要
です。アメリカの法律事務所でも、eディスカ
バリー対応は、コンサル会社へ外注していたの
ですが、費用が大きくなるので内製化しようと
しているところが結構あります。

6 陪審裁判

　次が、ジュリートライアル、陪審裁判という
ことで、訴額が20ドルを超える民事事件、自由
刑で6か月を超える刑事事件は陪審裁判の対象
になります。刑事の場合、大陪審と小陪審が
ありまして、大陪審は一般市民から選ばれた
陪審員で構成される、犯罪を起訴するか否か
を決定する機関です。つまり、アメリカでは、
検察官が起訴するかを決定するのではなくて、
大陪審が起訴するかどうかを決定するという
ことで、民主主義が貫かれています。小陪審
というのは、実際の刑事事件、民事事件の審
理に参加して事実認定を行う合議体です。
　裁判所が判断する対象事項は、事実認定に
関するものがほとんどです。私がアメリカに
留学していたとき、ワシントンD.C.の刑事裁
判所に陪審裁判の見学に行きました。そこで
驚いたのは、裁判官がいて、陪審員がずらっ
と並んでいるのですが、入廷した被告人が裁
判官の前をあいさつもせず素通りして、陪審
員に対して深々とお辞儀をしていました。こ
れが非常に印象的でした。
　日本の裁判官が事実認定の決定権を持って
いるということは、それだけ非常に大きな権
限を持っているということではないかと思い
ます。アメリカでいろいろ勉強してきて驚い
たことはいくつかあったのですが、この件は
非常に驚いて、この被告人は裁判官にはあい
さつもせず素通りして大丈夫かなと思いまし
た。ですが、陪審裁判の場合は、アメリカの
裁判官には事実認定の決定権はないので関係
ありません。ただ、民事の場合は最後に裁判
官が陪審員の判断（陪審評決）を修正するこ

とや、賠償額の減額をすることができますの
で、民事の場合は当事者の代理人が、裁判官
にもちゃんとあいさつをしているのでしょう。

7 英文契約に出てくる
キーワードについて

（1）  「agreement（合意）」と
「contract（契約）」の違い

　契約書に出てくるキーワードについて説
明 し ま す。「agreement」 と「contract」 と
いうのは違いがございまして、「agreement」
というのは双方の合意、「contract」とい
うのは法的に有効な契約をいいます。この
「agreement」が「contract」になるまでには3
つのハードルがあります。
　1つ目は対価関係という、「consideration」
ですが、お互いの約束に見返りがあるという
のが必要になってまいります。よく英文契約
書の前文のところで、形式的に契約締結の経
緯が書かれていて、最後に、「以上のとおり本
契約の約束を対価関係として、以下当事者が
合意する」ということで、よく対価関係を明
確にしているものが多いです。別にそこで明
確にしているからといって、実際に対価関係
がなければ無効になってしまうのですが、形
式的にそういうふうに書かれることが多いと
思います。これがまず必要です。それから、2
つ目が、「legal capacity」、つまり当事者に法
的な契約締結権限があるかどうかということ
です。それから3つ目が、契約の有効性を争う
事由がないかどうか、例えば錯誤無効や詐欺
などによる無効原因はないかどうかというこ
とです。これら3つの要件を全部クリアしま
すと、有効な契約になります。ただ最近は、
「agreement」という用語を法的に有効な契約
という意味で使っていることもありますので、
区別がかなりあいまいになってきています。
（2）  「memorandum（覚書）」や

「addendum（付属書）」の意味
　「memorandum」や「addendum」という言
葉もよく出てきますね。この「memorandum」
は覚書という意味で、これは契約変更を含め
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て、多目的に使います。正式な契約を結ぶま
でにまだ時間がかかるが、準備に着手しなけ
ればいけないので投資が必要になってきます。
そこでよくこの契約準備段階で合意している
基本的な事項をしたためてサインするという
ことが行われます。これは「Memorandum」
という言い方をしています。「Memorandum 
of Understanding」、 あ る い は「Letter of 
Intent」という言い方もします。
　「addendum」は、いろいろな目的で使われま
すが、本当に添付書類という意味で使っている
場合もありますし、ひな形の契約書を修正する
ときに「addendum」を付けて修正することも
あります。よくあるのが、ひな形で、このひな形
自身は修正できないという場合に、ひな形にこ
こはこう変えましょうという修正を入れる場
合です。結局、文書のタイトルは、中身には基本
的には影響しませんので、中身で解釈されるこ
とになることを理解しておくことが重要です。
（3）  「best eff ort（最善の努力）」と

「reasonable eff ort（合理的努力）」
　「best eff ort」と「reasonable eff ort」の違い
を見てみたいと思います。これは私が聞いて
いる限りは、イギリスでは「best eff ort」とい
うのはほとんど義務に近いと解釈されていま
す。他方、「reasonable eff ort」というのは、合
理的な努力を尽くせ、つまり採算を度外視し
てまでやらなくていいという意味だというふ
うにいわれています。ところが、アメリカの
弁護士の何人かにうかがったことがあります
が、アメリカでは両方の文言の意味について
あまり変わらないという意見が多かったです。
（4）  「presume（推定する）」と

「deem（みなす）」
　「presume」と「deem」も契約でよく出て
きます。「presume」は推定するという意味
で、反証がなされれば引っ繰り返ります。他
方、「deem」というのは法律上みなすの意味
ですので反証が認められないということです。
（5）  「Representations and Warranties

（表明・保証）」
　表明・保証というのは、一定の事実を証明
して、その通りだということを保証するもの

です。つまりそれが真実でない場合に、事実
が存在すると信じたことによって相手方に損
害を与えた場合には、それを賠償しますとい
う意味が含まれています。よく「represent」
だけとか、「warrant」だけという表現がある
のですが、実際の違いはほとんどないという
ふうに私は理解しています。
（6）  「Limitation of Liability （責任制限）」
　責任制限の規定です。損害賠償額の上限を
（例えば契約金額などと）決めておくものです。
これも昔は日本語の契約書にはなかった表現
です。賠償責任を負担する側は必ずこれを言っ
てきます。後で出てきますが、直接損害、間接
損害という分け方をして、損害の種類を2つに
分けて、間接損害は一切負わず直接損害だけ負
う、という制限の仕方もございます。
（7）  「Indemnify, Defend and Hold 

Harmless（免責・補償規定）」
　これが免責規定といわれているものです。
免責規定は日本語の契約書には元々ない概念
で、簡単に申しますと、第三者から当事者のど
ちらかが賠償請求を受けた場合に、そのどちら
かが負担した場合に最終的に他方の当事者に
責任があるという場合には、その他方の当事者
が賠償した当事者の損害を補償します、という
ことです。つまり、損害を受けた当事者が損害
賠償を行って賠償金を払って負担をしている
場合には、責任ある当事者はそれをちゃんと補
償し、肩代わりしますよという趣旨です。
　あと、この免責規定で使用される動詞につい
て、「indemnify」だけの場合と、「defend」が抜
けている場合、「indemnify and hold harmless」
の場合と、あるいはこれが3点セットそろってい
る場合とございまして、これは微妙に違います。
「defend」が抜けている場合には「防御する」が
抜けているので免責される当事者が被った訴訟
費用の補償まで含まないと主張される可能性が
あります。

8 英文契約上使われる損害
の種類の表現について

　次に損害の種類です。これが非常に重要にな
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ってきます。先ほどの責任制限や賠償額の制限
と合わせて、損害の種類によっては責任を負わ
ない、ということが記載されることがありま
す。したがって、損害の種類をきちんと把握し
ておく必要がございます。
　まず、「damages」は、単数だと損害という抽
象的な意味ですが、複数にしますと、具体的な
損害額という言い方になります。よく英文契約
に出てくるのは、「liquidated damages（違約金、
あるいは損害賠償の予定）」です。例えば契約違
反があった場合には損害の証明を要さずにこの
金額を請求できるし、相手方は、この金額を払わ
なければいけないというのがこの違約金という
ことになりますので、お互いにメリットがある
といえます。例えば「indirect damages（間接損
害）」についてです。買い主としては転売して利
益を得ようとしていたのですが、売り主からの
出荷が遅れてしまって納期通りに届かなかった
ので、転売の機会を失ってしまったというよう
な場合に、買い主は実際の損害額の証明が非常
に難しいわけです。予約をしていたお客さんか
らキャンセルされて、その人は転売の機会を失
ったんだけど、今度また別のお客さんが来ても
っと高く売れたとか、そういう場合には損害が
発生しないということもあり得ます。そこで、違
約金を決めておけば、契約違反の事実があれば
それを根拠にこの金額の請求ができます。よく
出荷が遅れたら1日あたり、譲渡価格の1,000分
の1の違約金とかいろいろなケースがあります
が、そういう形に決めておくこともできます。
　直接損害、間接損害というのはよく出てま
いりますが、もともとは保険用語です。保険
というのは通常直接損害を対象にしますの
で、間接損害は特約がないとカバーしないと
いう趣旨なのではないかと思います。それか
ら、懲罰的損害の対となる用語として「actual 
damages（実損害）」という言い方がございま
す。「compensatory damage（ 填 補 的 損 害 賠
償）」も、「actual damages」と同じです。あと、
「incidental damages（付随的損害）」という用語
がありますが、これは非常に分かりにくくて、
直接損害でも間接損害でもないもので、当事者
の行為が介在して発生している損害をさすので

すが、それは特定の当事者が負担すべきだとい
うことを意味します。例えば、売り主が買い主
に対して納期通り商品の引渡しをしようとしま
した。ところが買い主側から正当な理由なく引
き渡しの受領を拒否されました。売り主側とし
ては受領を拒否されたのでその辺にほったらか
しておくわけにもいきませんので、売り主側が
自分で倉庫を借りて保管をします。当然保管料
もかかります。それを付随的損害と呼んで、買
主側が負担すべきだということになります。こ
れは一応当事者の行為が介在しますが、直接損
害でも間接損害でもないということで分類され
ることが多いです。
　例文として「In no event shall either party 
have any liability to the other for any lost 
profits or for any indirect, special, incidental, 
punitive or consequential damages, however 
caused and whether in contract, tort or under 
any other theory of liability, whether or not 
such party has been advised of the possibility of 
such liability（いかなる場合もいずれの当事者
も相手方に対して、責任の根拠が契約、不法行
為または、その他の責任に関する理論のいずれ
であるか、逸失利益または間接的損害、特別損
害、付随的損害、懲罰的損害もしくは派生的損
害について、当事者が責任の可能性を知ってい
たか否かにかかわらず、一切責任を負わない）」
という規定について検討してみましょう。例
えば、この文章を見ていただいて、いずれの当
事者も「either party」、「in no event shall」で
すから、いずれの当事者も決して何々ではな
いという否定の強調を意味します。「any liability 
to the other」、 こ れ は「the other party」 と
いうことです。何に責任を負わないかという
と、「any lost profi ts or for any indirect, special, 
incidental, punitive or consequential damages
（逸失利益または間接的損害、特別損害、付随
的損害、懲罰的損害もしくは派生的損害）」に
ついて、責任を負わないと言っています。これ
は「either party」と言っていますが、本当にメ
リットを受けるのは、売買契約ですと売り主側
です。しかし「either party」と書いてきます。
お互い公平だよという意味を込めているのかも
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しれませんが、読む人が読むと全然公平ではな
いですよね。これは中身をよく見ていただく必
要がある一例だと思っています。つまり、一見、
あまり英文契約に慣れてない方が見ると、これ
はお互いさまだからいいじゃないかと、問題な
いねってすっと過ぎてしまうのですが、これは
実は売り主のためにあるような規定なので、こ
ういう落とし穴に気を付けていただきたいと思
います。

9 「governing law（準拠法）」について
　紛争解決の際に、どこの国の法律により契
約書が解釈されるかを合意するのが準拠法の
規定です。まず、ウィーン条約が適用される
場合に、それとの優劣関係がございます。日
本もめでたくといいますか、2009年8月1日か
ら、国内法制化をしないでウィーン条約を条
約のまま批准しまして、主たる事業所を日本
に置く企業にも適用されるようになったわけ
ですが、気を付けていただきたいのは、ウィ
ーン条約の中身自体は基本的には売買契約に
関する規定で、売買契約法の条件の大半が書
かれていると見ていただいてよろしいかと思
います。条約は国内法に優先しますので、こ
のウィーン条約は、強制的に適用されてしま
います。たとえ英文契約上に「日本法を準拠
法」と書いてあっても、これを押しのけてウ
ィーン条約が適用され、日本法と矛盾すると
ころは全部ウィーン条約が優先して適用され
ることになってしまいます。しかしながら、
英文契約書上、ウィーン条約を適用するかど
うかを選択することができます。例えば、条
文ごとに、ウィーン条約の第39条は適用しな
い（適用排除）などと定めることができます。
　ただ、ウィーン条約は100か条ぐらいありま
すので、具体的にどうしたらいいのかという
のが、悩ましいところです。以前、聞いた話
では総合商社の法務部の方が集まって、ウィ
ーン条約の対応（適用排除）をどうしようか
というのを検討された際の結論は、全て適用
を排除した方がいいとのことでした。

　なぜかといいますと、ウィーン条約というの
は、いろいろな国で裁判例がありますが、例え
ばアメリカの裁判所で出された判決は、同じ国
の裁判所において、争点が同じなのに結論が
ばらばらというものがあります。そこで、法
的安定性がないということで排除した方がい
いという結論になったと思われます。適用を
排除するというのは、「Both Parties agree to 
exclude application of CISG.」と書くことにな
ります。CISG（Contracts of International Sale 
of Goodsの頭文字をとったもの）というのはも
う一般的な略語になっていますが、ウィーン条
約のことです。準拠法の後に適用を排除すると
いう文言を書いていただくといいと思います。
　もう1つ、「without regard to the confl ict of 
laws」という表現が出てきます。「confl icts of 
law」というのは国際私法です。つまり、法
の競合があったときにどちらが優先するかと
いう意味で、「without regard to」が加わる
と、国際私法の競合に関係なくという意味に
なります。例えば、英文契約上、準拠法を日
本法と決めたが、外国にある不動産はその外
国の法律が適用されるという日本法の国際私
法（通則法）の規定が適用されることになる
と、この国際私法の規定によって、その不動
産のある国の法律が準拠法になってしまう可
能性があります。そこで、「without regard to 
the confl ict of laws」と書いておけば、そのよ
うな場合でも日本法が適用されるということ
になるわけです。日本法を準拠法とする合意
というのをそのままに尊重させようという場
合にはこういう文言を入れています。よくア
メリカの企業が入れてくることが多く、どこ
かの州が準拠法になっていて、必ずこの文言
が記載されています。

10
「dispute resolution
（紛争解決）」における
訴訟と仲裁の選択について

　紛争解決について、英文契約書上で合意す
る場合には、裁判かあるいは仲裁かというい
ずれかの紛争解決方法を選択し合意すること

講演録：これだけは押さえておきたい法律英語
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になるかと思います。裁判の場合には○○○
の国の裁判所と具体的に記載します。仲裁の
場合にも、仲裁地、使用言語、仲裁規則など
の合意をします。仲裁の場合は、仲裁の場所
としては第三国というのはあり得ますが、裁
判管轄の場合は、取引と無関係の第三国の裁
判所がその事件に裁判管轄権をもつことは通
常あり得ないので、契約当事者のどちらかの
国ということになると思います。
　裁判管轄の合意をする場合には、どうして
も自国での裁判所による解決がベストだと思
ってしまうわけですが、ただ、例えば日本企
業が、売買の買い主で、とんでもない不良品
を押し付けられて大変な損害を被ったという
ような場合に買い主の方が訴えるとします。
英文契約書上、東京地裁での管轄の合意がさ
れている場合は東京で裁判が行えて、判決ま
で出るので有利と思いがちです。しかし、任
意に相手方の国の会社が払ってくれない場合
は、日本の裁判所の確定判決を相手方の国の
裁判所に持っていって承認をしてもらい執行
手続をしなければならないので、手続が煩雑
になります。したがって、必ずしも有利では
ないと思いますが、相手方の会社が日本に資
産を有していれば、そこから回収できます。
ですから、一応、紛争解決の交渉をしていた
だく場合には、まずこちらが請求する側なの
か請求を受ける側なのかというのを含めてシ
ミュレーションをしていただいて、どちらが
有利だというのを考えていただく必要がある
かと思います。
　一方、訴訟と比べて、仲裁の最大のメリッ
トといわれているのが国際的な執行力です。
仲裁に関するニューヨーク条約というのがあ
りまして、例えば東京で行われた仲裁判断と
いうのは、相手方の国（これはニューヨーク
条約に加盟している必要がありますが、ほと
んどの主要国は加盟しています）の裁判所に
持っていくので執行がスムーズだというのが
メリットといわれております。
　仲裁の他のメリットとしては、仲裁は非公
開で行われますので、争っていること自体が
公表や報道されないことだと思います。加え

て、仲裁の判断自体は、これは確定判決と同
一の効力が認められていますので、1回で済
み、上訴がなく、そして費用も安く終わると
いうメリットもあります。

11「term sheet（条件書）」について
　それから、「term sheet（条件書）」による
交渉というのはよく行われます。いきなりど
っさりフルのドラフトを送って、全部お互い
レビューするよりも、「term sheet」でポイン
トだけまず交渉・合意をして、それでドラフ
トに進んでいくというのが非常に交渉がスム
ーズだといわれています。

12
「exclusive（独占）」、
「non-exclusive
（非独占）」の意味

　最後は、独占、非独占の意味について説明
します。「distributor」の販売地域（テリト
リー）における販売権や、裁判管轄の合意で
よく使われます。裁判管轄の場合には、専属
（exclusive）、非専属（non, exclusive）と訳し
ます。専属管轄というのは、この合意で定め
た管轄裁判所でしか紛争解決をしないという
ことです。ですから例えば東京地裁で負けて
しまったら、相手方の国でやったらどうなの
だ、相手方の国でやったらひょっとしたら勝
てるかもしれないというのは、専属管轄にし
てしまうとそれができなくなりますが、非専
属にしておくとできます。ウルトラマン著作
権訴訟をご存じだと思いますが、日本とタイ
と中国、いろいろな国の裁判所で裁判が行わ
れており、その結論（判決）も異なっていま
すので、いろいろな国で訴訟を行うことが現
実的に可能だと思います。 

講演録：これだけは押さえておきたい法律英語
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