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Business English Pod VV27 Contract Law (2)  学習 の 仕方 ： URL は下記。 

https://www.youtube.com/watch?v=sh20zQCwE9Y&list=PL88AD09FFCDF3B48C&index=30&t=0s&ab_channel=BusinessEnglishPod-

LearnBusinessEnglish 

1. Google Chrome の Window を 2 つ立ち上げる。 

 [ Window 1 Contract Law (2) ]                             [ Window 2 Google 翻訳 ] 

 

2. Script が１ページ分表示されたら、Google 翻訳の英語に転記する。 次に英文と和訳を Word に Copy する。 

日本語訳を Check し、修正する。 

https://www.youtube.com/watch?v=sh20zQCwE9Y&list=PL88AD09FFCDF3B48C&index=30&t=0s&ab_channel=BusinessEnglishPod-LearnBusinessEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=sh20zQCwE9Y&list=PL88AD09FFCDF3B48C&index=30&t=0s&ab_channel=BusinessEnglishPod-LearnBusinessEnglish
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In contract negotiations, once you come to terms with the 

other party you can ratify the agreement. 

During this negotiation, the parties may make certain 

statements without prejudice. 

When everyone is satisfied, the contract is signed and 

becomes legally binding. 

The exact terms written into the contract or discussed 

during negotiation are expressed terms. 

There may also be implied terms that are not directly stated 

but still govern the contract. 

The conditions and warranties of a contract are laid out in 

carefully written clauses. 

Legal responsibility, or liability, is spelled out very clearly in 

a contract. 

Parties may be joint and severally liable or they may enjoy 

limited liability. 

A contract may also include exclusion clauses to remove a 

party from legal responsibility in certain circumstances. 

 

The terms of a contract are the detailed points that the 

契約交渉では、相手方と契約条件に合意したら、契約を 

正式承認することができます。 

この交渉中に、当事者達は、｢他の権利に影響を与えない｣ 

特定の記述を行うことができます。 

全員が満足すると、契約が署名され、法的拘束力を持つよ

うになります。 

契約に書かれた、または交渉中に議論された条件そのもの

は、明示条件です。 

直接的には述べられていないが契約を支配する黙示条件

もある場合があります。 

契約の主要条件と保証は、注意深く書かれた条項に記載さ

れています。 

法的責任を意味する liability は、契約書に非常に明確に記

載されています。 

当事者は連帯責任を負う場合もあれば、有限責任ですむ場

合もあります。 

契約には、特定の状況において当事者を法的責任から除

外するための除外条項も含まれる場合があります。 

 

契約の条件は、当事者が同意している （複数の）詳細な要
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parties are agreeing to. 

When parties come to terms, they are reaching agreement 

on all of these detailed points. 

After a lengthy negotiation process, we finally came to terms 

on a deal. 

When the parties agree to a contract, they must ratify the 

agreement. 

This normally means officially accepting the contract by 

signing a paper version. 

The signatures of both parties are required to ratify the 

agreement. 

Sometimes, in the negotiation, parties will state or write 

things they do not want to make be part of the agreement. 

We can say that these statements are made without 

prejudice, and they cannot be used as evidence in legal 

cases. 

The statement was made without prejudice, so it could not 

be used in court. 

 

If a contract is legally binding, it means it is valid under the 

点です。 

当事者が契約条件に合意するとは、これらすべての詳細な

点で合意に 達しようと している という事です。 

長い交渉プロセスを経て、ようやく取引の 契約条件に合意

しました。 

当事者達が契約に同意する場合、当事者達は契約を正式

承認する必要があります。 

これは通常、紙の契約書に署名して正式に契約に同意する

こと を 意味します。 

合意を正式承認するには、両方の当事者の署名が必要で

す。 

時には、交渉において、当事者は合意に含めたくないもの

を述べたり、書いたりすることがあります。 

これらの発言・記述 は 「契約の他の条項に影響を与えな

い」 と することができ、これらを 裁判の証拠として使用す

ることはできません。 

この発言は「契約の他の権利に影響を与えない」としてなさ

れたため、法廷では使用できませんでした。 

 

法的拘束力があるといのは、契約が法律の下で有効である
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law.  The parties are bound to the contract and must fulfill 

their obligations. 

The contract was not legally binding because it wasn't 

signed by both parties. 

Conditions, obligations and other points stated directly in a 

contract are called express terms. 

Sometimes a contract includes terms that are not 

expressed directly in written form. 

These are implied terms, and they are usually more difficult 

to define than express terms. 

The project schedule was laid out according to the express 

terms of the contract. 

The most important terms of a contract are called 

conditions. 

If a condition is not met, the contract is broken, or 

"breached." 

The lawyer worded the conditions of the contract very 

carefully. 

 

Warranties are less important terms of a contract. 

ことを意味します。当事者は契約に拘束され、義務を果たす

必要があります。 

その契約書は両当事者によって署名されていなかったた

め、法的拘束力はありませんでした。 

契約に直接記載されている条件、義務、およびその他の要

点は、明示条件と呼ばれます。 

契約には、書面で直接表現されていない条件が含まれる場

合があります。 

これらは黙示条件であり、通常は明示条件よりも定義する

のが困難です。 

プロジェクトのスケジュールは、契約の明示条件に従って計

画されました。 

契約の最も重要な条件は conditions（主要条件）と呼ばれま

す。 

もし条件が満たされないと、契約は破棄となるか、「不履行」

と されます。 

その弁護士は、契約書の主要条件を非常に注意深く 文書

化しました。 

 

保証は Conditions と比べると、重要性の低い方です。 
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[注： この表現・内容は要注意です。保証は重要です。 

terms の中に、Conditions と Warranties があり、Conditions

は破ればすぐ不履行となるが、Warranties は破っても、すぐ

に不履行とはならない と言うことす。] 

"Breaking a warranty does not normally mean the contract 

has been breached." 

The terms of a contract are written in sections, called 

clauses. 

There are certain types of clauses, such as exemption 

clauses and non-compete clauses. 

I read each and every clause of my employment contract 

very carefully. 

Liability refers to legal responsibility. 

If a party breaks a contract or does not fulfill its duties, that 

party is liable. 

The judge decided liability rests with the supplier because 

they failed to deliver. 

 

 

If more than one person or business enters a contract as 

[注： この表現・内容は要注意です。保証は重要です。 

terms の中に、Conditions と Warranties があり、Conditions

は破ればすぐ不履行となるが、Warranties は破っても、すぐ

に不履行とはならない と言うことです。] 

「保証数値に達しなかったとしても、通常はそれを持ってし

て契約不履行 とはなりません。」 

契約の条件は、条項と呼ばれる 「区切られた部分」 に書

かれています。 

免除条項や非競合条項など、特定の種類の条項がありま

す。 

私は雇用契約のありとあらゆる条項を非常に注意深く読み

ました。 

Liability とは、法的責任を指します。 

当事者が契約を破った場合、またはその義務を履行しなか

った場合、その当事者は法的責任を負います。 

その裁判官は、供給者が納品に失敗したのであるから、法

的責任は供給者にあると決定した。 

 

 

複数の個人または企業がパートナーとして 一つの契約を



6  ⓒ株式会社日本ビジネスエキスパーツ  無断転写禁止 

 

partners, they may be jointly and severally liable. 

[注：このサイトでは joint and severally と表現しています

が、正しくは jointly and severally です。] 

This means that each person or business is individually 

responsible for the entire contract. 

Because the contractors were jointly and severally liable, 

they all had to pay. 

[注：ある契約に関し A 企業、B 企業が連帯責任で、賠償責

任が１００の場合、もし顧客が A 社に１００払えと請求した

ら、A 社は１００払わねばならない。『B 社に請求してくれ。

50%」はB社に請求してくれ。』 などと言えない。顧客に支払

った上で、A 社は B 社に分担を要求することになる。] 

If one party in a contract is a limited company, then that 

company's owners enjoy limited liability. 

The company enjoyed limited liability, so its directors' assets 

were protected. 

[注：Limited company 制度は国により違います。日本では

有限会社の新規設立はできません。] 

A party's liability may be limited in certain situations by 

exclusion clauses. 

These clauses clearly state that a party is not responsible 

結ぶ場合、それらは連帯責任を負う場合があります。 

[注：このサイトでは joint and severally と表現しています

が、正しくは jointly and severally です。] 

これは、各個人または各企業が契約全体に対して 個別に

責任を負うことを意味します。 

請負業者達は連帯責任だったので、どの企業も支払責任

があった。 

[注：ある契約に関し A 企業、B 企業が連帯責任で、賠償責

任が１００の場合、もし顧客が A 社に１００払えと請求した

ら、A 社は１００払わねばならない。『B 社に請求してくれ。

50%」はB社に請求してくれ。』 などと言えない。顧客に支払

った上で、A 社は B 社に分担を要求することになる。] 

契約の一方の当事者が有限会社である場合、その会社の

所有者は有限責任を享受します。 

その会社は有限責任を享受していたため、取締役の資産

は保護されていました。 

[注：Limited company制度は国により違います。日本では有

限会社の新規設立はできません。] 

当事者の責任は、除外条項によって特定の状況で制限され

る場合があります。 

これらの条項は、特定の事態が発生した場合、当事者は 
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if certain things happen. 

I asked my lawyer to insert several exclusion clauses to 

reduce my risk. 

 

責任を負わないことを明確に述べます。 

私のリスクを軽減するために、弁護士にいくつかの除外条

項を挿入するように依頼した。 

 

 


