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AsiaWise GroupはCross-Border Professional Firm from Asiaを
コンセプトとして設立されました。

AsiaWiseのチームメンバーは多様なバックグラウンドをもったプロフェッショナル
集団です。AsiaWise Groupは、法的な側面から、アジアの経済、国（Nation 

States）、人々のつながり（相互理解・尊重）の実現に貢献します。

AsiaWise Groupのご紹介

国境を越える

日系企業の海外進出は待ったなしで
あるにもかかわらず、法律家の業務
は、日本国内業務に止まっている例
が多いです。
海外の地でサポートを求める日系企
業の助けとなるべく、メンバー1人1
人が国境を越えたサービスを提供し
ます。

業際を超える

弁護士や専門家と呼ばれる人間は、1
つのことに特化して専門化していくこ
とには長けています。
しかし、クライアントが求める問題や
課題を解決したり、あるいはまだ認識
されていない問題を発見するためには、
専門化された庭を飛び出し、業際を超
えていかなければなりません。

自らの限界を超える

国境を越え、業際を超え、新たな価
値を創造するためには、それまでの
枠にとらわれず、常に挑戦すること
が必要です。
そのため、メンバー1人1人が、自ら
の限界に挑戦し続けます。

Cross-Borderには、いわゆる「渉外」だけではない、
3つの意味が込められています



本日のウェビナーの内容

１．契約類型ごと

のポイント解説

２．契約違反があった

場合何を主張できるか

３．最後にちょっと契約

交渉のアドバイス

４．質疑応答
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１．契約類型ごとのポイント解説
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【お悩み相談】皆様から頂いた課題・事前質問より

① 秘密保持契約書、代理店契約書をレビューする際のポイントを理解したい

② 英文契約書を締結するにあたり基礎的な知識を含めた押さえるべきポイン
トの理解が不足しており、代理店契約書の締結まで時間が掛かるもしくは
締結まで至らない事が課題となります

③ 現地国内独占販売契約を締結する場合、契約書上でそれを解除し易くして
おきたい場合の工夫

④ 英文契約初心者は、どんな種類の契約からはじめるのがよいか

⑤ 英文契約のスキルを伸ばしていくにはどうすればよいか、悩んでおります。
TOEIC等の一般的な英語を勉強するか、英文契約をたくさん読みこむべきか
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★ 実務で実際に使う英文契約をもとに勉強する（OJT）のが上達への近道。まずは
典型的な契約から始めて、徐々に複雑な契約も読みこなせるようになりましょう



１－１．秘密保持契約のポイント

秘密情報（Confidential Information）の定義
⚫ 情報の提供側：「秘密情報」の定義はなるべく広範にしておき、抜け漏れのな

いように

⚫ 情報の受領側：受領する情報のうち「秘密情報」に該当するものが明確になる
よう具体的な定め方をする

開示できる第三者の範囲
⚫ 情報の提供側：なるべく「第三者」の範囲は限定

⚫ 情報の受領側：自社の活動に支障が生じることを防ぐ観点から、「第三者」の
範囲が過度に狭まらないように注意

開示情報の用途制限
⚫ 情報の提供側→提供した情報が目的外使用されるようなリスクを防ぐために、

厳格に制限しておく（特に共同研究開発を行うケースなどで重要）

⚫ 情報の受領側→自社の活動に支障が生じるような不合理な制約を課されていな
いか注意

終了時期
⚫ 秘密保持義務を負う期間を明確にする

⚫ 終了時の措置（情報が記載された資料の返却または破棄）を決めておく
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１－２．売買契約のポイント

まず何よりも対象の特定
⚫ 名称、品番、仕様、数量、品質など、可能な限り特定する

代金の支払い
⚫ 支払時期（先払い、引渡時払い、後払い、分割払い）、支払方法（電信送金、

信用状決済）、支払通貨を定める

目的物の引渡しと危険負担
⚫ どの時点で引渡義務が完了するか、輸送に関する費用はどのように分担するか、

目的物が滅失してしまった場合のリスク負担はいつの時点で移転するか

⚫ Incoterms規則に定める条件による旨規定することが多い

目的物に契約不適合があった場合の措置
⚫ 修理・交換、代金減額、契約解除

継続的売買の場合、取引基本契約＋個別契約という立て付けにすること
もよくある。両者の関係を明確にする（両契約の内容に齟齬があった場
合の優先関係など）

国際物品売買契約に関する国際連合条約（CISG、ウィーン条約）の扱いに
注意
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１－３．代理店契約のポイント

いわゆる「代理店（agency）」と「販売店（distributor）」の区別

重要なのは、以下のいずれの類型なのかを当事者間で明確にすること
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サプライヤー エンドユーザー

代理店
(agency)

販売店
(distributor)

代理店：契約の仲介を行う。製品の販
売契約はサプライヤーとエンドユー
ザー間で直接締結する。

販売店：自らサプライヤーから製品を
買い取り、在庫をエンドユーザーに販
売する。

サプライヤー エンドユーザー

★ ビジネスの実務においては、明確に区別が意識されていないこともあるので、
契約書を作成・レビューする際に注意すること（販売店契約を含め、広義の代理
店契約）



１－３．代理店契約のポイント（続き）

独占（exclusive）か、非独占（non-exclusive）か
⚫ 「準独占」というあいまいな言葉は使わない

⚫ サプライヤーから独占権を付与する場合、代理店/販売店のパフォーマンスに
不満がある場合に他社に切り替える余地を残しておくことが重要

⚫ サプライヤーの自社販売を禁止するかどうかも要確認（独占と書いてあるだけ
では、サプライヤーが自ら販売することは明文上禁止されていない？）

販売店/代理店の目標
⚫ 最低購入数量や最低販売数量などの目標を設定する場合、当該目標に違反した

場合の措置についても明確にする（独占権を失うのか、解除まで認めるか）

契約の終了条件
⚫ 契約の解除の要件（誰が、どんな場合に解除できるか）明確にしておく

⚫ 国によっては代理店保護法が存在し解除が認められない場合もあるので注意

⚫ 契約期間を短めに設定して更新を重ねていく、という定め方がおすすめ

製品に不備があった場合等の対応
⚫ 責任の所在を明確にする。エンドユーザーからクレームがあった場合の一次対

応はどちらが行うか
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２．契約違反があった場合、何を主張できるのか

© AsiaWise 10



【お悩み相談】皆様から頂いた課題・事前質問より

① どんなに契約書を作りこんでも、実際、契約違反をされたからといって、
裁判を起こすのはコストを考えると現実的ではない・・というケースが
多く、契約書で守れる範囲の限界があるなと感じることがあります。。

② 契約をしても期限まで履行されないケースが多い。また、訴訟費用等の
費用対効果が出ない契約に関しての不履行がアジアの場合は多い

③ 発注書などで支払い条件をうたい請求書にも明記しても未収金がおきて
いる場合の対応と救済措置を知りたい

④ indemnity条項（hold harmless）が、どのように解釈してよいのかわか
らない。日本でいうところの損害賠償条項に該当するような理解をして
いましたが、正しいでしょうか？

⑤ Force majeure（不可抗力）に含める内容
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★ 契約は当事者の関係が悪化した場合のよりどころ（＝耐震装置） 。様々なケー
スを想定して、契約が守られなかった場合、何が言えるのかを検討しておくこと



２－１．Covenantsと表明保証（R&W）条項？

誓約事項（Covenants）：将来にわたって作為・不作為の義務を課すもの
⚫ 義務内容を明確にする

⚫ 努力義務（reasonable effort、best effort、endeavor to ～など）に注意

表明保証（Representations and Warranties）：ある時点における一定の
状態についてその真実性・正確性を保証するもの
⚫ 重要性・重大性（materiality）の限定

⚫ 「～の知りうる限り」（To the best of 〇〇’s knowledge）

⚫ いつの時点における表明・保証か（通常は契約締結時、クロージング時）

これらの条項に違反した場合に、当事者がどのような措置を講じること
ができるのか、契約書で明確にしておく必要がある。
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契約締結日

契約締結日における一定
の状態を表明保証

契約締結日から将来にわたって
一定の事項を誓約



２－２．補償条項（Indemnity）とHold Harmless条項？

補償の対象となる損害・損失の範囲
⚫ 特別損害（Special damage）や間接的・派生的損害（Indirect damage,

Consequential damage）は除外されるか？

⚫ 費用の取扱い（弁護士費用は含まれるか？）

責任制限（Limitation of Liability）
⚫ 補償額に上限（cap）を設けたり、請求期間を制限したりすることもある。

Hold harmless
⚫ 補償、あるいは免責・免除（特にライセンス契約等で、第三者からライセン

シーが訴えられた場面などで重要）
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Either Party shall indemnify and hold harmless the other Party (“Indemnified 
Party”)  from and against any liabilities, damages (excluding special damage,
indirect damage, consequential damage and loss of profit), costs, expenses, 
suits, losses, claims, actions, fines and penalties (including but not limited to 
reasonable legal fees and any other reasonable costs of litigation) arising out 
of or in relation to: （略）



２－２．補償条項（Indemnity）とHold Harmless条項？（続き）

①一定の請求・責任からの免除

⚫ ライセンス契約で、ライセンシーがhold harmlessする旨（“Licensee 
holds Licensor harmless from any and all claims and liability～”）規定されて
いる場合、ライセンシーは第三者から知的財産権侵害を理由に訴えら
れ、損害賠償責任を負わされたとしても、ライセンサーの責任を追及
することはできない（ライセンサーの責任免除）。

②補償責任を負うこと

⚫ ライセンス契約で、ライセンサーがhold harmlessする旨（“Licensor shall 
indemnity and hold harmless from any and all claims～”）規定されている
場合、ライセンシーが第三者から損害賠償責任を負わされたとき、最
終的な責任はライセンサーが負うことになる。
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ライセンサー ライセンシー 第三者

損害賠償請求ライセンサーがライセン
シーに責任を負うか？
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２－３．解除（Termination）条項のポイント

解除権を持つのは誰か？
⚫ 必ずしも両当事者が同じように解除権を持っているとは限らない。相手方当事者だ

けが解除権を持つ場合もある。

解除原因は必要か？
⚫ 解除原因はなるべく列挙しておく。
⚫ 契約違反を解除原因とする場合、重大性の限定の有無も問題になる（material 

breachに限定するか？）。

⚫ 契約上、いつでも自由に解除できると定めていても、法令上解除権が制約される場
合もありうる。

通知は必要か？
⚫ いつまでに事前通知をすればよいか？

⚫ 通知は（紙の）書面によることが必要か（written notice）？ 電子メールの取扱い
は？
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(1) Each Party may, without prejudice to its other rights or remedies, 
terminate this Agreement at any time by written notice if: （略）

(2) X may, without any reason, terminate this Agreement during the contract 
term with a prior written notice of 1 month. 



２－４．不可効力（Force Majeure）条項のポイント

不可抗力はあくまで例外であることを認識する
⚫ 当事者に対して免責を与えるものなので、安易に認めてはならないことを念頭に置

くことが必要。

不可抗力事由（Force Majeure event）は具体的に考える
⚫ “riot”とは具体的にどの程度の事態が生じれば免責を認めてよいか？ 市民デモが頻

発している国とそうでない国とで違いはあるか？

⚫ “pandemic” ”epidemic”と書いてあるが、新型コロナウイルスの流行は常にこれに該
当するか？ 実際には影響が出ていないのにコロナを言い訳に使われるリスクは？

不可抗力事由が発生した場合の効果
⚫ 契約解除を認める場合が多い。ただし、直ちに解除を認めるのではなく、一定期間

を経過しても不可抗力事由が解消されない場合に初めて解除権が発生するとする場
合も。
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Notwithstanding anything herein to the contrary, neither Party shall be liable 
for any delay or failure to perform any of its obligations due to a force 
majeure event which is caused by occurrences beyond the Party’s reasonable 
control, including, but not limited to, riot, pandemic, epidemic, war, terrorist 
act, tidal wave, earthquake, or other natural disaster, nuclear accident, strike, 
lockout, or other labor trouble (“Force Majeure Event”)



３．最後に、ちょっと契約交渉のアドバイス
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【お悩み相談】皆様から頂いた課題・事前質問より

スピード感を持って作成、レビュー、修正できるようになるための訓練方
法を切実に知りたいです。内部の会議や相手方との交渉を英語で進めるこ
とに恐怖感があります。準備や訓練、自信をつけるための方策などを知り
たいです。

例えば、うまく進行できるか、間違ったことを言ってしまわないか、頭が
真っ白になったらどうしよう、などと考えて怖気付いてしまいます。。
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★ おそらく、皆さん、契約交渉について、次のようなイメージがあるので
はないでしょうか？

・交渉は、「やるか、やられるか」のバトル
・交渉は、会議室で勝負が決まる「一発テスト」
・交渉は、特別なスキルが必要
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交渉のマインドチェンジ①

交渉は「やるか、やられるか」のバトル、ではない

交渉はやるかやられるか、のるかそるか、All or Nothingのバトルではなく、
共存共栄、相互理解、Win-Winの関係を創り出すためのコミュニケーション。
一緒に落としどころを探ることが必要です。

言いたいことをただぶつけ合うこと
が交渉ではない

コミュニケーションの交渉モデルに
持ち込みましょう
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交渉のマインドチェンジ②

交渉は会議室で勝負が決まる「一発テスト」、ではない

交渉は一発テストではなく、プロセスです。その場でうまく対応できなく
ても、それが全てではありません。交渉決裂ですらひとつのプロセスかも
しれません。

交渉は勝ち負けではない チームプレイも大切です
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交渉のマインドチェンジ③

交渉は特別なスキル、ではない

交渉は特別なスキルを必要とするものではなく、マインドセットです。

交渉がうまい人は、
生き方が上手な人



４．質疑応答
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【Q&A】当日頂きましたご質問について、時間が許す限りご回答

① 国内外での裁判実務上、秘密情報である旨の明示がないことは、どの程
度の影響があるのでしょうか？？（日本ですと、不正競争防止法の観点
から、秘密の明示がない場合、ＮＤＡを結んでいたとしても、紐づけが
わかりにくく門前払いに近い扱いを受ける、と助言をもらったことがあ
るが、実際に訴訟になったことがないのでよくわかりませんでしたので。
また海外ではどうか。というのも、気になっております。）

② 取引基本＋個別契約の場合で、「齟齬があった場合は基本契約を優先す
る」としていたら、疑義のある箇所のみ基本契約、その他は個別契約が
適用される、という理解で正しいでしょうか？

③ 双務or受領のみNDAの終了後の措置（返還・廃棄）に関し、archiveを残
せるような規定はデフォルトで入れておいたほうが安全でしょうか？

④ 国の法令により代理店契約の解除が認められないケースでも、なお解除
権を行使できるようにするためのコツのようなものはあるのでしょう
か？？（なんか補償条件や代替条件のようなものを提示すれば解除でき
る、等があるのかどうか。）
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ご清聴ありがとうございました。
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