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お盆が過ぎ高校野球も終わりに近づく頃、晩夏の光の中に一抹の寂しさが込みあげてきます。この感
覚は歳を重ねるほど強くなってゆくように感じます。
「平家物語」－巻第一・祇園精舎・冒頭部（原文）
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理（ことわり）
をあらわす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひには滅びぬ、
ひとえに風の前の塵に同じ。
（現代語拙訳）
祇園精舎の鐘の音は諸行無常（万物が常に変化して少しの間もとどまらないということ）を
示す響きがある。釈迦入滅の時に白変した娑羅双樹の花の色は盛んな者も必ず衰えると
いう道理を示している。栄耀栄華に驕れる者も長くは続かず春の夜の夢のように儚いもの
である。勇猛な者も結局は滅びてしまう、まさに風の前の塵と同じである。
このような人生・運命などの移り変り（栄枯盛衰）を意味する英単語に vicissitude というやや格式の高
い語があります。
Life is subject (or liable) to vicissitudes. (= Life has its ups and downs.)
「栄枯盛衰は世の習い」
https://www.youtube.com/watch?v=3WM8PjXQiG4
※Marat MC Sad Summer（You Tube より引用）

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
今回は第 6 号で取り上げた「英文契約書で使われる外来語」の中から「不可抗力」（force majeure）
に焦点をあてます。
不可抗力とは「人間の力では抗うことのできない力や事態」をいい、force majeure はフランス語で
「優越した力」を意味します。このような不可抗力の発生による履行不能について、英米法とフランスや
ドイツなどの大陸法では根本的に考え方が異なります。
日本を含む大陸法系の諸国では、このような場合、履行不能となった債務は消滅し、債務者は免責さ
れ損害賠償の責任も負わないとされています（民法 419 条）。これに対し英米法では、一旦契約によっ
て負担することとなった義務は、その後いかなる事由が発生しようと免除・軽減されないのが原則です。
これをコモン・ローの契約義務の絶対性と呼びます。

しかし、このような契約義務の絶対性は、当事者間に不公正を招いたり不都合が生じるケースもあり、
衡平の観点から債務者を免責させる方が妥当な場合もありました。そのための理論として、黙示の条
項の原則（doctrine of implied term）が唱えられるようになり、これがフラストレーションの法理
（doctrine of frustration）へと発展しました。フラストレーションの法理とは、契約の後発的不能のう
ちのある場合につき、契約を消滅させ債務者を免責させるという法原則で、かかる効果をもたらす後発
的不能をフラストレーションと呼びます。
しかしながら、このようなフラストレーションが成立するか否かの判断は、結局は裁判または仲裁に委
ねられるため、円滑さが求められる商取引の世界では、不測の事態が起こった場合の契約の運命と当
事者の責任について、あらかじめ契約中に定めておくことが慣行となりました。これが不可抗力条項
（force majeure clause）です。
不可抗力条項を定める場合には、自らの当事者としての立場を考慮し、天変地異などの自然現象だけ
でなく、工場におけるストライキなど自然現象でないものも予測されることはすべて列記しておく必要が
あります。
なお、不可抗力条項において、具体的事由の列挙の後に「その他当事者の支配することのできない一
切の事由」のような包括的文言を付加することがありますが、その文言通り無制限に一切の事由が含
まれるようになるわけではありません。これは英米法の「同種文言の原則」（rule of ejusdem generis）
に依拠するもので、このような包括的付加文言は、具体的列挙事由と同種類の事由でそこに漏れたも
ののみを意味すると解釈されるからです。
（英文例）
Article 12. Force Majeure
Neither party hereto shall be liable to the other party for any failure or delay in the
performance of any of its obligations under this Agreement for the period and to the
extent such failure or delay is caused by riots, civil commotions, rebellion, insurrection,
wars, hostilities, laws, orders, regulations, restrictions in the use of the power,
embargos, labor dispute, strikes, lockouts, perils of the seas, pirates, actions by the
government or any government agency, military or usurped power, confiscation,
terrorist activities, mobilization, acts of God, earthquakes, floods, storms, fires,
accidents, explosions, epidemics, quarantine restrictions, or other similar or different
contingencies beyond reasonable control of the respective parties. The party affected
shall notify the other party in writing of the circumstances within thirty (30) days. If it is
expected that the circumstances of force majeure may last longer than six (6) months,
the party which has not declared the force majeure shall have the right to terminate this
Agreement upon thirty (30) days’ prior notice to the other party.

（日本語訳）
第 12 条 不可抗力
本契約のいずれの当事者も、本契約の義務の不履行または履行遅滞が、暴動、動乱、反乱、謀反、
戦争、戦争行為、法律、命令、規則、権限行使制限、禁輸措置、労働争議、ストライキ、工場閉鎖、海
難、海賊行為、政府または政府機関による行為、軍部による行動または略奪行為、没収、テロ活動、
戦時体制、天災、地震、洪水、暴風、火災、事故、爆発、疫病、隔離、または各当事者の合理的支配を
越えたその他の類似もしくは異なる不測の事態によるものである限り、その期間に限って当該義務の
不履行または履行遅滞について相手方当事者に対して責任を負わないものとする。影響を受けた当
事者は、30 日以内にその状況を相手方当事者に書面により通知するものとする。不可抗力の状況が
6 か月を超えて継続すると予測された場合、不可抗力を宣言しなかった当事者は、相手方当事者に
30 日の事前の通知を与えることにより本契約を解除する権利を有するものとする。
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