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授業の目標（Course Objectives） 

アメリカにおける法のうち、契約法と不法行為法の原理・ルールを判例及び具体的な契約条項を通じて理解する。契約法及び不

法行為法は州判例法の最も重要な二領域であり、それぞれの学習はアメリカの法制度と社会との深い理解にも結びつくととも

に、日本法との比較を通じて日本法の理解にも資するはずである。 

 

This course aims at students’ understanding of basic principles and rules of contracts and torts through the analysis of cases 

and actual contractual provisions. Contracts and torts are the most important areas of law in state common laws and to learn 

them will lead deep understanding of legal system and society in the US as well as understanding of Japanese law through 

comparative analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業前半では契約法を扱う。代表的判例と共にアメリカの実際の契約書の条項を見ながら、アメリカ契約法の基本的な原理とル

ールを学ぶ。実体的な法としての契約法と、私人間の法形成である個別の契約とは異なるものであり、個別の契約条項の背後に

はいかなる契約法の規律があり、かかる規律から当事者の意思でどこまで離れることができるのかについて考える。授業後半で

は不法行為法を扱い、代表的判決について議論しながら、不法行為法の原則及び特徴を学ぶ。とりわけ、日本法との比較の観

点からの議論を行うことで、アメリカ不法行為法の特徴を浮かび上がらせることを狙いとする。 

 

The first half of the course will focus on contracts. Students will learn the basic principles and rules of contracts through the 

analysis of representative cases and actual contractual provisions. We will consider the difference between “contract law” 

which is a substantive law and individual “contract” which is a lawmaking of private parties and how and when parties may 

depart from the default rule of “contract law” in their own “contract.” 

The latter half of the course will focus on torts. The course will have discussions on the representative cases and students will 

learn the basic principles and features of torts. The lecturer plans to have comparative analysis between Japanese law in order 

to illuminate the feature of tort law in the US. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. (1) はじめに  判例法主義 法源など 

(2) 契約法と具体的な契約の違い、契約交渉 

What’s the difference between Contract Law and Drafting Contract? Contract negotiation 

2. 契約法（１） 

申込と承諾  Offer and Acceptance 

約因  Consideration 

3. 契約法（２） 

強制可能性  Enforceability (強迫 duress、不当威圧 undue influence 、不実表示 misrepresentation、非良心性 

unconscionability） 

4. 契約法（３）  

書面性の要件、パロール・エヴィデンス・ルール statute of frauds, parol evidence rule  

5. 契約法（４） 

保証（条項）と免責条項 Warranties and disclaimer  

6. 契約法（５） 

履行 Performance、危険負担（条項） Risk of Loss Clause 

天変地異と不可抗力 Extraordinary circumstances and Act of Gods Clause (Force Majeure Clause) 

7. 契約法（６） 

契約違反と損害賠償 Breach of Contract and Damages 

8. 不法行為法（１） 

過失責任主義  Fault Principle、厳格責任 strict liability  故意不法行為 intentional torts  

9. 不法行為法（２）注意義務 duty 

10. 不法行為法（３）義務違反（過失） breach of duty (negligence)  

11. 不法行為法（４） 事実的因果関係 Cause in Fact  



12. 不法行為法（５） 法的因果関係  Proximate Cause 

13. 不法行為法（６）損害  Damage 

14. 不法行為法（７）  抗弁 defense , まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回、前回までの授業の復習と共に、指定された文献（判例百選の判例、教科書の該当ページ、又はその他教員が指定する文

献）に目を通して授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト 2 回（25％×2）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 樋口範雄、2022、『アメリカ契約法第三版』、弘文堂 

2. 樋口範雄、2014、『アメリカ不法行為法第二版』、弘文堂 (ISBN:978-4335303777) 

3. 樋口範雄ほか編、2012、『英米法判例百選』、弘文堂 (ISBN:978-4641115132) 

樋口範雄『アメリカ契約法第三版』(弘文堂)は 11 月上旬刊行予定。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


