
はじめに

すべては契約に始まり契約に終わる

私は、弁護士として、日頃、企業法務の分野を中心に業務を行っています。

担当させていただいているクライアントの業種もさまざまですし、社歴の長

い会社から社歴の浅い会社まで数多くのクライアントから日々のご相談をい

ただいています。

私は、2002年に弁護士登録をしてから最初の�年弱は大企業の案件や国際

的な取引に関するリーガルサービスを提供する東京の大手渉外事務所に勤務

していました。そこでは大企業の契約締結に関する実務を担当させていただ

きました。特に弁護士になりたての頃は、売買契約や金銭消費貸借契約や賃

貸借契約といった、どのような企業や事業者でも日頃から目にする典型的な

契約書はもちろん、それ以外にも、そのような分野の業務を営んでいる企業

や事業者でなければ、普段目にする機会が少ない知的財産権に関する譲渡契

約書やライセンス契約書、M&Aに関する契約書や国際的取引に関する契約

書など、幅広いジャンルの数多くの契約書の作成、確認、検討、解釈、修正

業務を担当させていただきました。

その後、2007年に故郷である札幌で、自分たちの法律事務所を創業して現

在に至りますが、クライアントの多くは中小企業や個人事業者が占めるよう

になりました。中小企業や個人事業者の取引実務では、契約書を取り交わす

ことなく、口約束のまま取引が進むことが多く、それが原因となってトラブ

ルや紛争が生じ、当事者の代理人としてトラブルや紛争解決の業務にあたる

機会も増えました。そのようなトラブルや紛争の中には、交渉で解決できる

場合もあれば、調停や訴訟に進まざるを得ない場合もあります。不幸にもト

ラブルや紛争に発展してしまった事例の多くは、事前に契約書を作成して、

契約書に従って取引が行われていれば、後日トラブルや紛争に発展すること

もなかったと感じられるものばかりでした。

はじめに
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このように不幸な出来事が起きるのは、中小企業や個人事業者が契約の重

要性について十分に理解していなかったり、理解していても誤解していたり

することが原因です。私から「どうして契約書を締結していないのですか」

と質問すると、多くの企業や事業者からは「面倒だから」「手間がかかるか

ら」「時間がかかるから」「専門家に依頼すると費用がかかるから」「これま

でもそうやってきたから」「契約書を要求すると相手との関係が悪くなるよ

うな気がするから」「相談する人がいないから」などといった答えが返って

きます。でも、契約書を締結しないまま取引を続けて、相手との間でトラブ

ルや紛争が生じてしまった場合には、その解決のために、契約書の締結にか

かる手間・暇・費用とは比べられないくらいの多くのコストがかかります。

また、トラブルや紛争になって関係がこじれてしまうので、取引先との関係

性も修復不可能なくらいまで悪化してしまうことが通常です。

多くの企業や事業者が契約書の必要性や契約書の内容を誤解したまま、

日々の取引を行っていますが、このような無理解や誤解が、中小企業や個人

事業の成長にとっては大きな落とし穴になっています。企業や事業を安全・

着実に成長させていくためには、契約書の必要性をしっかりと認識し、契約

書の内容を正しく理解することが不可欠です。契約書に関する多くの誤解を

取り除いて、正しい心掛けと正しい知識のもとで事業活動を行っていくこと

で、企業や事業をとりまくトラブルや紛争を少なくすることができますし、

契約書を戦略的に活用することで、企業の成長に加速度を増すことができる

のです。

本書の内容が�社でも多くの企業や事業者の転ばぬ先の�となり、無用な

トラブルや紛争が減少し、明るい豊かな社会が実現する一助になることを願

っています。

平成28年�月吉日

弁護士 奥 山 倫 行

はじめに
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Introduction

多くの契約書には共通する条項があります。多くの契約書に共通して用い

られる一般的な条項なので「一般条項」といわれます。たとえば、契約の目

的、表明保証、当事者双方の基本的な義務、契約期間、期限の利益喪失、譲

渡等の禁止、秘密保持、暴力団排除、損害賠償、不可抗力、完全合意、契約

費用の負担、分離可能性、合意管轄、協議解決などの規定が一般条項に該当

するとされています。

打合せで契約書の内容を確認しているときに、クライアントから「どうし

てそんなに早く契約書が読めるのですか」と尋ねられることがあります。こ

れは、私だけに限ったことではありませんが、とりわけ企業法務を中心に業

務を行っている弁護士は、日々の業務の中で多くの契約書に接する経験を重

ねてきています。その日々の経験を通じて、一般条項の基本的な内容は、あ

る程度頭の中に入っています。

�つの条項でも「この条項にはどんなことが書いてあるのかな」と一から

考えながら読むのと、「この条項には大体こんなことが書いてあるはずだ」

「この条項には通常このようなことが書いてあるはずだけど、この契約書は

どうなっているかな」と推測しながら読むのでは、契約書の内容を理解する

スピードに大きな差が生じます。企業法務を業務の中心にしている弁護士は、

日頃の業務の中で接する契約書の量も多いので、日々の業務経験の蓄積の中

で、契約書の要点を早く正確に把握するトレーニングを積むことができてい

るのだと思います。

そして、これは弁護士に限ったことではありません。企業の法務担当者で

あったり、それ以外の方であったりしても、同じことです。一般条項につい

ての要点をしっかりとマスターしておくことで、契約書の作成、確認、修正

作業を早く、かつ適切に行うことができるようになります。そこで、以下で

は、先にあげた一般条項について順にポイントを説明していきます。

第�章 各契約書に共通する一般条項
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［図�−�−�］ 一般条項

甲：住所　　○　○　○　○
　　氏名　　○　○　○　○

乙：住所　　○　○　○　○
　　氏名　　○　○　○　○ 印

印

契約書

一般条項

当該契約に
特有の条項

一般条項

Introduction

121



�

一般条項①

目 的

契約書の冒頭に、契約の目的を記載することがあります。契約書の中には

契約の目的が何となく記載されている例も散見しないわけではありません。

ですが、たとえば、契約解除の条項の中に「契約の目的を達成できない場

合」という条項が規定されているような場合には、契約の目的が達成された

か否かが契約を解除する際のトリガーになるので、契約を締結する目的の記

載が契約の存否を担う重要な規定になります。また、そのように個別の解除

規定などで直接的に規定されていなかったとしても、契約の目的を定めた条

項は、その契約の各条項を解釈する際に参照されることになります。そのた

め、契約の目的を定めた条項が、契約を締結する当事者が企図する内容にな

っているかを、十分に確認したうえで、契約を締結する必要があります。契

約の目的を定める条項を配置する場所ですが、【サンプル�−�−�】のよ

うに独立した条項として契約書の本文に記載する場合もあれば、【サンプル

�−�−�】のように契約書の前文の記載の中に記載する場合もあります。

【サンプル�−�−�】 契約の目的①

第○条（本契約の目的）

A及びBは、○○○○○○○○の目的で、本契約を締結する。

【サンプル�−�−�】 契約の目的②

A（以下「A」という）及び B（以下「B」という）は、本日、○○○○○

○○○の目的で、以下のとおり合意し、本契約を締結する。

第�章 各契約書に共通する一般条項
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一般条項②

表明保証

表明保証条項とは、契約の一方当事者が他方当事者に対して、主として契

約の目的物等の内容について、一定時点において、一定の事項が真実かつ正

確であることを表明して、保証するための規定です。表明保証条項は「レプ

ワラ」とよばれることがあります。これは、Representations and Warranties

の略語です。特にM&A 取引における株式譲渡契約や事業譲渡契約など大

規模な取引の際には表明保証条項をどのように規定するかが重要になってき

ます。【サンプル�−�−�】は Aと Bとの間で事業譲渡契約を締結する際

の表明保証条項のひな型です。表明保証条項の規定の仕方は、【サンプル�

−�−�】のように、契約書本文の条項の�つとして表明保証条項が規定さ

れたり、内容が多岐にわたる場合には別紙に規定されたり、規定の態様はさ

まざまです。もし契約当事者に表明保証条項違反があった場合には、他方の

当事者は、契約を解除したり損害賠償請求をしたりすることができます。表

明保証条項については、法律で規定があるわけではありませんので、表明保

証条項がどのような法的な意味を有し、どのような法令の適用を受けるかと

いった点については、明確ではありません。そのため、表明保証条項を規定

するに際しては、契約当事者が意図する契約効果を得ることができるように、

生じ得るリスクを予測して、漏れなく記載することが大切です。

【サンプル�−�−�】 表明保証条項

第○条（表明保証）

� A は、本契約書締結日において、B に対し、以下の各号を表明し、保証

する。

� 一般条項②・表明保証

123



① A は本契約書を締結し本契約書に基づく権利を行使し義務を履行す

るために必要な能力を有すること

② Aは法令及び Aの社内規程に基づき本契約書の締結及び履行におい

て必要な一切の手続を適法かつ適正に完了していること

③ A は、本事業に関し、軽微な違反を除いて、適用ある法令を遵守し

ていること

④ Aが Bに対して本件事業譲渡に関して既に開示した資料は全て真実

であること

⑤ 本事業に属する財産又は本事業に関して販売された製品が、第三者の

特許権、商標権、意匠権、実用新案権、著作権及びノウハウその他の一

切の知的財産権（出願中のものも含む）を侵害しておらず、第三者から

の請求、通知その他の連絡を受けていないこと

⑥ 本事業に関し、土壌、地下水、汚水、大気汚染、騒音、振動、悪習、

危険物又は廃棄物その他の環境保護に関するあらゆる法律、条例、準則、

規則、公害防止協定又は行政指導を遵守しており、これらに違反してお

らず、違反に関連する行政機関による請求、調査その他の手続も存在せ

ず、それらが発生するおそれもないこと

⑦ 本事業に必要な官公庁その他の第三者の免許、許認可、登録、承諾、

同意等（以下総称して「許認可等」という）は存在しないこと。また、

A による本契約の締結及び履行に際して、本契約において規定される

もののほか、許認可等が要求されることはないこと、又はかかる許認可

などをAが既に取得していること

⑧ （以下略）

第�章 各契約書に共通する一般条項
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一般条項③

当事者双方の基本的な義務

契約書の心臓部分に該当するのが、当事者双方の基本的な義務の規定です。

契約書は当事者の権利や義務の範囲を明確にするために締結されます。その

ため、契約の当事者がそれぞれどのような義務を負うかを明確に規定する必

要があるのです。この規定の内容は「第�章 各種契約の具体的内容と注意

点」に記載するような各契約類型に応じて具体的内容は異なってくるので、

契約の種類や内容に沿って記載していくことが大切です。

【サンプル�−�−�】 当事者双方の基本的な義務

第○条（当事者の義務）

� Aは、Bに対して、本契約に基づき、次の各号に定める義務を負う。

① ○○○○

② ○○○○

③ ○○○○

④ ○○○○

� Bは、Aに対して、本契約に基づき、次の各号に定める義務を負う。

① ○○○○

② ○○○○

③ ○○○○

④ ○○○○

� 一般条項③・当事者双方の基本的な義務
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一般条項④

契約期間

⑴ 始期と終期を明確に定める

一定の期日に一定の内容の給付をすれば契約に基づく履行が完了するよう

な単発の契約の場合には、契約書に契約期間を規定する必要はありません。

たとえば、Aさんが Bさんに一定の期日に車を売却して、Bさんが Aさん

に一定の期日に車の代金を支払うといった内容の契約の場合には、Aさん

が Bさんに車を引き渡して、Bさんが Aさんに車の代金を支払えば契約関

係が終了するので、契約書に契約期間を定めておく必要はありません。

他方で、たとえば、賃貸借契約のように一定の期間契約関係が継続するこ

とを前提とするような契約書の場合には契約期間の定めを規定する必要があ

ります。そして、契約期間を規定する場合には、契約がいつから開始し、い

つまで継続して、いつ終了するのかということを「始期」と「終期」を明示

して規定することが大切です。なお、「始期」については、原則として初日

は算入されませんが（民法140条本文）、初日の起算点が午前零時から始まる

場合には初日を参入して計算することになります（同条本文ただし書）。他方

で、「終期」についてはその末日をもって終了するのが原則になります（同

法141条）。ただし、末日が休日で、その日に取引をしない慣習がある場合に

は、その翌日に終了することになります（同法142条）。このように契約期間

の解釈については、民法上のルールがあり、そのルールに従って解釈される

ことになるので、正確な理解を心がけてください。

【民法（抜粋）】

第�章 各契約書に共通する一般条項
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（期限の起算）

第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

（同上）

第140条 日、週、月又は年によって期限を定めたときは、期間の初日は、算

入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りで

ない。

【民法（抜粋）】

（期間の満了）

第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

（同上）

第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしな

い慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

⑵ 自動更新条項の有無を定める

また、ここで注意すべきポイントは「自動更新」の条項を設けるかどうか

です。契約期間が終了すれば契約の効力も終了することになりますが、たと

えば、賃貸借契約などの継続的契約においては、契約期間が満了した後の自

動更新に関する定めをあらかじめ設けておくことが多いと思います。継続的

契約の場合は契約期間が更新されることも多いため、自動更新に関する規定

を設けておいたほうが契約当事者の間で法的な安定性が保たれるからです。

【サンプル�−�−�】は自動更新条項を規定していませんが、自動更新条

項を規定すると【サンプル�−�−�】や【サンプル�−�−�】のように

なります。また、自動更新条項の規定ぶりにも注意が必要です。たとえば、

【サンプル�−�−�】は更新されるのを原則とするのに対し、【サンプル�

−�−�】は原則として終了するものの、当事者の一方が希望すれば延長の

 一般条項④・契約期間
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可能性が生じるといった形になっています。両者の差は契約の拘束度合いで

す。契約の存続を望む当事者にとっては、【サンプル�−�−�】のほうが、

【サンプル�−�−�】よりも望ましい規定内容になっています。どちらに

するか、また、具体的な更新拒絶の判断をどう考えるかは慎重に検討する必

要があります。自動更新条項を設けて、契約が自動更新されるとした場合に、

どの程度の期間が延長されると定めるかは判断が必要なところです。もとも

との契約期間の長短、契約した当事者の意思を勘案して、当事者が合意でき

る内容で規定を定めるようにしてください。

【サンプル�−�−�】 契約の期間①

第○条（本契約の期間）

本契約の有効期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。

【サンプル�−�−�】 契約の期間②

第○条（本契約の期間）

本契約の有効期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。但

し、期間満了前の○か月前までにいずれの当事者からも何らの意思表示がない

場合には、本契約の期間は本契約と同一の条件で○年間更新されるものとし、

その後も同様とする。

【サンプル�−�−�】 契約の期間③

第○条（本契約の期間）

本契約の有効期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。但

し、期間満了前の○か月前までに当事者の一方から契約を更新する旨の意思表

示があった場合には、その後の契約更新の可否及び内容については当事者が協

議してこれを定める。

第�章 各契約書に共通する一般条項
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一般条項⑤

期限の利益の喪失

⑴ 期限の利益とは

債権者が債務者に対して一定の期限を与えることにより、債務者にもたら

される利益のことを「期限の利益」といいます。債務者に与えられる「一定

の期限＝債務者にとっての利益」ということです。たとえば、Aさんが B

さんから100万円を借りたとします。100万円を貸した Bさんの側が債権者、

100万円を借りた Aさんの側が債務者です。本来、借りたお金は、借りたと

同時にすぐに返さなければなりません。でも、お金を借りたのは、債務者で

ある Aさんに何かお金を必要とする事情があったからでしょうし、Aさん

がすぐにお金を返せるのであれば、そもそも、Aさんはお金を借りる必要

はありません。ですから、債務者である Aさんがお金を借りる際には、通

常、期限や分割払いの約束をします。たとえば、「毎月月末に10万円ずつを

分割して10回に分けて支払う。10カ月後に100万円を支払い終える。でも�

回でも分割の支払いの約束が守れなければ残額を一括して支払う」といった

内容で約束をして、それが契約書に規定されます。このように返済を完了す

るのを10カ月待ってもらうという「利益」を「期限の利益」といいます。

【民法（抜粋）】

（期限の利益及びその放棄）

第136条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

� 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方

の利益を害することはできない。

� 一般条項⑤・期限の利益の喪失
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⑵ 期限の利益喪失条項とは

期限の利益は、あくまで当事者間の信頼関係があることが前提になります。

当事者間の信頼関係を維持できて初めて、お金を貸した Bさんは、Aさん

に「利益」を与えるという関係を維持することができるのです。何らかの事

情が生じて Aさんが信頼できないということになれば、Bさんは Aさんに

与えた「利益」を撤回することを考えるわけです。このように Aさんを信

頼できないという「何らかの事情」を契約書に規定しておいて、Aさんの

履行を促すとともに、「何らかの事情」が生じた場合には Bさんから「期限

の利益」を撤回できるようにしておくための規定が「期限の利益喪失条項」

とよばれる規定です。【サンプル�−�−�】【サンプル�−�−�】をご覧

ください。継続的な契約や契約の締結から終了までの間に一定の期間がある

ような契約書の場合には、このような規定をよく目にすると思います。

【サンプル�−	−�】 期限の利益喪失条項①

第○条（期限の利益の喪失）

A が、次の各号のいずれか�つに該当したときは、B の書面による通知に

よって、A は期限の利益を失い、B に対して残金全額を直ちに支払わなけれ

ばならない。

① 本契約のいずれかの条項に違反したとき

② 公租公課の滞納処分を受けたとき

③ 差押え、仮差押え、仮処分、競売その他の公権力の処分を受け、若しく

は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開

始の申立てがあったとき

④ 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき

⑤ 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が

困難になるおそれがあると認められるとき

               

第�章 各契約書に共通する一般条項
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【サンプル�−	−�】 期限の利益喪失条項②

第○条（期限の利益の喪失）

A が、次の各号のいずれか�つに該当したときは、A は当然に期限の利益

を失い、Bに対して残金全額を直ちに支払わなければならない。

① 本契約のいずれかの条項に違反したとき

② 公租公課の滞納処分を受けたとき

③ 差押え、仮差押え、仮処分、競売その他の公権力の処分を受け、若しく

は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開

始の申立てがあったとき

④ 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき

⑤ 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が

困難になるおそれがあると認められるとき

⑶ 当然喪失条項と請求喪失条項に注意する

そして、期限の利益喪失条項には、相手からの通知があってから初めて期

限の利益を喪失させるもの（請求喪失条項）と、相手からの通知がなくても

期限の利益を喪失するもの（当然喪失条項）の�種類があります。そのため、

契約書に規定する際には、このいずれであるかを明確にして規定を設ける必

要があります。【サンプル�−�−�】は請求喪失条項の例です。【サンプル

�−�−�】は当然喪失条項の例です。契約の拘束力を維持し相手に翻意す

る機会を与えたい場合には【サンプル�−�−�】のように請求喪失条項型

で規定し、相手に翻意する機会を与える必要もないような場合や翻意しても

結果が変わらないような場合には【サンプル�−�−�】の当然喪失条項型

を選択されるとよいと思います。いずれの型も文言の違いは数文字程度のわ

ずかな差にすぎませんが、効果が大きく異なるので、注意が必要です。

� 一般条項⑤・期限の利益の喪失
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