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その契約、リスク回避できますか？

―リスク分析を通して―

契約実務から「法」の存在意義や
　　　　　体系的な法理論を学ぶ本書の特色

■法理論と実務の架け橋
　具体的契約事例から考えうるさまざまなリスクを理論化
　リスク回避・紛争予防を目的とした契約条項の作成方法を伝授！
■雛形を利用した契約実務からの脱皮
　契約における法的な問題点を抽出し、契約書に適切に表現する能力を育成！

～実務家の皆様へ　関連商品（加除式書籍）のご案内～

リスク管理と契約実務 ＝自動生成webツール付＝
雛形集ではない、契約書式作成ツール
誰にでも簡単に、個別具体的な条件に対応した、オリジナル契約書を自動作成可能です
●各取引における契約締結時のリスクを分析。紛争予防の観点から、最適な条項例文を組み合わせ、契約書を作成可能
●要件を定義することにより、契約書を自動生成可能なWEBサイト付

※商 品 形 態：加除式書籍（B5判・全1巻）＋WEB（契約書作成支援）システム
※年間利用料：12,600円（本体12,000円）　2年目以降同額 ご要望の際は、下記フリーダイヤルまでお問合せ下さい

以下の方々に最適な実務書です
■法律実務家・法科大学院生の皆様
■法理論は学習したが、実務的な契約書作成方法を知りたい
■雛形を利用して契約書を作成しているが、法的根拠の捉え方を知りたい
■相手方から提示された契約書に関わるリスクを把握したい



II．契約書作成の意義

 一般的に法律実務というと紛争処理を目的とした訴訟や裁判外紛争処理手

続などを想像することが多く，法科大学院や司法研修所における法律実務教

育というものは，どうしても紛争処理のための訴訟技術や紛争処理を前提と

した法的知識を中心とすることがほとんどであるといえるが，契約実務の世

界では，紛争が発生した後の紛争処理のためにというよりは，どちらかとい

うと紛争を未然に防ぐという，予防法務実務がそのほとんどを占めていると

もいえる。

 将来発生することが予想されるクレームや紛争などをあらかじめ想定し，

その対応策を考えておくということ，つまりリスク想定，リスク分析とリス

ク回避というリスクマネジメントは，紛争の未然防止ということだけでな

く，取引の円滑な遂行のためにも重要なことであり，また，リスクマネジメ

ントを実践することは，最近のように企業経営にとって重要な課題となって

いるコンプライアンスにも繋がり，さらには適正な企業経営のための内部統

制システムの構築と実践にも資することとなるわけである。

 リスクを想定し，分析などという対応策を考えておくということは，紛争

の未然防止だけでなく，実はその後紛争処理という事態になった際に，さま

ざまな法的な分析がすでに行われているということから，迅速な処理につな

がるというメリットがある。

 法律実務の世界は，紛争処理の世界だといわれている。しかし，企業にお

ける法律実務の世界は，現実には紛争が発生した後の紛争処理というより

は，どちらかというと紛争を未然に防ぐという，予防法務実務がそのほとん

どを占めているともいえる。そのような主要な命題を果たす役割を担うのが

企業法務であるといっても過言ではない。

 企業法務実務においては，紛争などが生じてからそれをいかに解決するか

という観点で，紛争などの問題に対応する「臨床法務」，また紛争の発生あ

るいは損害の発生を未然に防止，回避するという観点で対応する「予防法

務」がその実務の中心とされてきた。

 しかし，重要な取引やプロジェクトなどの際に，法律，政府規制，税務な

どの法的枠組の中で，効率的および有用な戦術や戦略を駆使してリスクの少

ない取組形態を採用し対応するという「戦略法務」が企業法務実務において

も重要な機能であるとされ，さらに最近では，企業の社会的責任も含めた法

令遵守が強く要求されるようになってきたことから，企業の経営判断および

経営管理に関する重要な法的問題を扱う「経営法務」という機能が重要な役

割を担うようになっている。

II．契約書作成の意義

 このように企業法務の実務の中心も，最近のように企業取引および企業経

営にとって重要な課題となっている法令遵守を主とするコンプライアンスに

も繋がることとなる。最近では，企業の内部においてもコンプライアンス専

門の組織をおくことが多くなってきているが，その中心としては企業法務を

担当してきた法務部などの組織や法務経験者が担うところが多いのも納得で

きよう。

 つまり，企業法務は，最近話題になっているコンプライアンスを含めたリ

スクマネジメントの機能をも果たすようになってきているともいえる。この

ようなさまざまな法務実務におけるリスクマネジメントは，その意味でも非

常に重要なものであるといえよう。

 最近では，このような予防法務の重要性があらためて見直されるようにな

り，予防法務は予防法学とも呼ばれるようになり，より予防法務に関心を持

つものが増えてきているようである。この予防法務に関しては，いわゆる契

約締結前のリスク分析などの予防実務だけでなく，契約締結後に必要とされ

る，契約を遵守するためのものや，契約の履行が困難となる場合の相手方と

の契約変更交渉なども含まれるわけである。

 さらには，企業の組織において，法令遵守のためのコンプライアンス・プ

ログラムを実際に実施することや，これを実効ならしめるための社員などを

対象とした啓蒙・教育活動，また問題に対する適切な相談システム，内部告

発システムやそれへの対応なども予防法務の範疇であるといえるであろう。

これらがすべて有効に機能した場合に，法的リスクマネジメントが達成され

ているといえるわけである。

 企業取引や企業活動において，この「予防法務」によるリスクマネジメン

トを効果的に実行するのが企業法務における法律実務家であるが，リスクマ

ネジメントを実効ならしめるのが契約であり，契約書である。契約書の検討

および作成といった業務は，企業活動にとりリスクマネジメントの観点でも

【総論】
Ⅰ．はじめに
契約実務から学ぶ法とは／実務家に求められる能力／法科大学院等で求められるのは／法律文書作成の目的

Ⅱ. 契約書作成の意義
予防法務としての法律実務／契約実務と予防法務／契約書作成の意味／契約書の役割／契約書作成実務における「法」／契約実務と要件事実

Ⅲ. 契約書作成のチェック・ポイント
チェック・リスト／契約書作成の目的とは／印紙税

Ⅵ. 契約の成立
契約の成立／契約締結過程における問題／無効と取消し／契約書式

Ⅴ．一般的契約条項の知識
契約書の表題／契約当事者／基本契約と個別契約／契約違反／期限の利益喪失／契約解除／損害賠償／不可抗力／有効期間／権利義務の譲渡／紛争解
決／署名と捺印

【各論】具体的契約条項の知識
Ⅰ．売買基本契約のポイント
事例／契約の当事者／契約の成立／契約の履行／契約違反と契約解除／瑕疵担保責任と不完全履行／まとめ

Ⅱ. 個別具体的契約
機械売買契約書／販売特約店契約書／賃貸借契約書／商標ライセンス契約書／業務委託契約書／請負契約書－システム開発契約書／合弁契約書／フラ
ンチャイズ契約書／動産譲渡担保契約書／保証契約書／保証委託契約
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ホームページからのお申し込みは
＜クレジットカードでもお支払いいただけます。＞ http://www.daiichihoki.co.jp

契約実務と法 ―リスク分析を通して―

ポイント
■法条文だけではカバーできない、実務に則したリスクの解説
■体系的教科書から実務に必要な法知識を抽出して解説
■契約実務における「要件事実論」の考え方から、紛争の回避方法を解説

内容見本

内容構成
（目次抜粋）

部□公用
□私用

取 扱 い
この申込書は、ハガキに貼るか、
このままＦＡＸで下記宛お送り
ください。

■宛先
〒107-8560
東京都港区南青山2-11-17
第一法規株式会社
FAX　　0120-302-640
（FAXはお近くの支社へ届きます）

書店印

申込
部数定価2,940円（本体2,800円）［コード024034］

キ　リ　ト　リ　線

平成　　   年　　  月　　   日

申 

込 

書 

〈
第
一
法
規
刊
〉

上記のとおり申し込みます。なお、代金は現品受領後、請求書により支払います。

ご住所

様　㊞ 　　　 -　　　 - 　　　

〒　　　‒　　　　

フ リ ガ ナ

ご氏名

機関名 部署名

ＴＥＬ

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料
　サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円にてお届けいたします。

＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かりし
ました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。 　フリーダイヤル TEL　 0120-203-696　FAX　 0120-202-974 
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