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The cover of a recent issue of The Economist shows a 

picture of the globe with a “Closed” sign hanging over it. 

So what happens when global commerce grinds nearly 

to a halt, as appears to be happening? And what 

happens to contractual relationships when an increasing 

number of businesses are being directed to shut down 

operations under “shelter in place” orders—as has 

happened in California, New York and elsewhere? 

先日の『The Economist』の表紙には、「閉鎖（Closed）」の看

板が掛かった地球の絵が描かれています。国際的な商取引

が次第に停止しつつあるように見えますが、もしこれが現実

化したらどうなるのでしょうか。「外出制限」令の下、ますます

多くの企業が休業を余儀なくされていくなか（カリフォルニア

州、ニューヨーク州等でこのような事態となっています）、契約

関係はどうなるのでしょうか。 

We’re finding out. The COVID-19 pandemic has already 

disrupted global supply chains and impacted the ability 

of businesses around the world to maintain operations 

and fulfill contractual obligations. The World Health 

Organization recently declared COVID-19 a global 

pandemic, and governments worldwide have imposed 

travel and public-gathering restrictions, state and local 

governments have closed schools and libraries, and a 

wide range of private businesses have voluntarily 

shuttered. 

その答えが今明らかになりつつあります。新型コロナウィルス

のパンデミックは、既に世界のサプライチェーンに支障をもた

らし、世界各国の企業の事業継続能力や契約上の義務履行

能力に影響を及ぼしています。先頃、世界保健機関（WHO）

が、「新型コロナウィルスはパンデミックである」と述べ、各国

政府が旅行や集会の制限措置を講じ、州政府及び地方自治

体は学校や図書館を閉鎖したほか、多くの民間企業が自主

休業をしています。 

With this scale of disruption, companies are finding 

themselves unable to meet their contractual 

obligations—or they are faced with counterparties telling 

them that they are unable to do so. Soon enough, 

companies will likely find themselves on both sides of 

this line, depending on the contract. So what can you do 

to protect your companies given the onslaught of 

cancellations and busted contracts? 

企業は、このような混乱のなか、自身が契約上の義務を履行

できなくなっている事態、あるいは契約の相手方から契約上

の義務を履行できないことを告げられるという事態に直面し

ています。そして、遅かれ早かれ、契約の内容次第で、企業

は履行できない当事者になるか、不履行を受ける当事者に

なることでしょう。契約が次々と解除されたり破棄されたりした

場合、企業自らが身を守るためにどのようなことができるでし

ょうか。 

First and foremost, review the text of your key 

agreements to see if they contain a force majeure or 

other relevant provision. Broadly speaking, the purpose 

of a force majeure provision is to “relieve a party from its 

contractual duties when its performance has been 

何よりも第一に、自社が締結している主要な契約の規定をチ

ェックして、不可抗力条項もしくはその関連条項が含まれるか

確認してください。概して、不可抗力条項の趣旨は、「当事者

のコントロールの及ばない事由により債務が履行できなくな

った場合又は契約の目的が達成できない場合に、当事者を
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prevented by a force beyond its control or when the 

purpose of the contract has been frustrated.” Phillips 

Puerto Rico Core, Inc. v. Tradax Petroleum, Ltd., 782 

F.2d 314, 319 (2d Cir. 1985). As with any contractual 

dispute, the specific contract language, the governing 

law, and the specific facts will drive the resolution of any 

dispute about performance—and courts are likely to 

apply a force majeure clause narrowly. So bear in mind 

a few key questions when reviewing your contract’s 

force majeure provision: 

契約上の義務から解放する」点にあります（Phillips Puerto 

Rico Core, Inc.対 Tradax Petroleum, Ltd.事件、782 F.2d 

314, 319 (2d Cir. 1985)）。あらゆる契約上の紛争と同様、具

体的な契約文言、準拠法及び具体的事実が、債務の履行を

巡る紛争解決の帰結を左右します。なお、裁判所は不可抗

力条項について限定的に適用する傾向があります。そこで、

契約の不可抗力条項を確認する際には、下記の重要な点を

念頭に置いてください。 

• What events qualify as force majeure? Does the 

contract use only broad language, such as “an 

event beyond the control of the parties that 

prevents a party from complying with its 

obligations?” Or does it identify qualifying events 

with particularity, such as war, terrorism, acts of 

God, or epidemics? If your contract does not 

specify pandemics—many do not—consider what 

category the COVID-19 pandemic may fall into. 

• どのような事由が不可抗力に該当するとされています

か。契約の文言は、「当事者の債務不履行を生じさせ

るような当事者のコントロールの及ばない事由」などよ

うに、抽象的な文言が使われているでしょうか。あるい

は戦争、テロ、天災、伝染病など、不可抗力事由が例

示列挙されているでしょうか。契約でパンデミックが不

可抗力事由として特定されていない場合（多くの場合

がそうですが）、新型コロナウィルスのパンデミックが、

不可抗力事由のいずれの類型に該当するか検討して

ください。 

• What, specifically, is the event you or your 

counterparty identify as a force majeure event? Is 

it the COVID-19 pandemic itself? Or government 

regulation enacted in response? Or the collapse 

of the market in your industry as a result? These 

questions matter because they may determine 

other issues, such as notice (when notice was 

triggered depends on the event that you identify 

as force majeure), foreseeability, and the 

relationship between the force majeure event and 

a party’s ability to perform (in other words, the 

pandemic itself may not make performance 

impossible but a government regulation requiring 

your work force to remain at home may do so). 

• 自社又は契約の相手方は具体的にどのような事由を

不可抗力事由としていますか。新型コロナウィルスの

パンデミックその自体はどうでしょうかでしょうか。その

対応措置としての政府規制でしょうか。それとも、結果

として生じる業界の市場の破綻でしょうか。そのいずれ

を不可抗力事由として捉えているかという点は重要な

点です。なぜなら、この点は、通知（通知をする時期

は、不可抗力事由によります。）、予見可能性、不可抗

力事由と当事者の履行能力との関係（言い換えれば、

債務が履行できない状態は、パンデミックそのもので

はなく、政府による自宅待機規制によって引き起こされ

ている可能性があります。）など、他の問題の帰趨に影

響してくるからです。 

• Does the force majeure event turn on 

foreseeability? Pay special attention to the date of 

the contract, as the risk of the coronavirus’s global 

spread may or may not have been foreseeable at 

the time the contract was signed. 

• 不可抗力事由に該当するか否かは、予見可能性の有

無で決せられていますか。契約締結時点がいつかによ

って、世界的な新型コロナウィルスの感染拡大のリスク

を予見できたか否かが変わるため、契約締結日は特

に注意してみてください。 

• Does the force majeure provision turn on the 

degree to which the pandemic (or another 

qualifying force) makes performance impossible? 

Simply because performance is more expensive 

or burdensome does not necessarily excuse non- 

performance, even under a force majeure clause. 

• 不可抗力条項が適用されるか否かは、パンデミック（ま

たはその他の不可抗力事由に該当するとされる事由）

が、債務の履行をどの程度困難にさせているかによっ

て決まっていますか。不可抗力条項の下で、単に債務

の履行にかかる費用が増す、または負担が大きくなる

という理由のみでは、債務不履行責任が免除されると
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On the other hand, absolute impossibility may not 

be required. 

は限りません。他方で、不可抗力条項の適用があるた

めには、債務の履行が絶対的に不可能であることが要

求されているとわけでもありません。 

• Even if the COVID-19 pandemic qualifies as force 

majeure event under the contract, is performance 

excused? Some contracts provide that if the other 

party has to cover because of your non-

performance, the other party is entitled to the cost 

difference. 

• 仮に契約上、新型コロナウィルスのパンデミックが不可

抗力事由に該当する場合、債務の履行が免除される

ことになっていますか。契約によっては、一方当事者の

債務不履行により他方当事者が追加費用を負担する

ことになった場合、かかる他方当事者は費用の差額を

受領する権利を有することが定められている場合があ

ります。 

• Does force majeure apply only to certain 

obligations? For example, would the force 

majeure clause excuse performance by a 

specified date, but not apply to intervening 

payment obligations? 

• 不可抗力条項は特定の債務についてのみ適用されま

すか。例えば、不可抗力条項によって特定の日までの

債務の履行が免除される一方で、不可抗力条項が当

該特定の日までに発生する支払債務には適用されな

いことになっていませんか。 

• Does the force majeure provision require notice 

within a specified period of time from the identified 

force majeure event? Again, if it does, consider 

carefully what event is identified as force majeure 

to determine whether notice is timely. 

• 不可抗力条項において、不可抗力事由の発生から一

定の期間内に通知を行うことが義務付けられています

か。繰り返しになりますが、そのような通知義務がある

場合は、いかなる事由が不可抗力事由に該当するか

を慎重に検討し、通知が適時に行われているか否かを

判断してください。 

• What is the effect of invoking the force majeure 

provision? Many agreements provide that if a 

party’s performance is excused under the 

provision for a specified period of time, the other 

party may terminate the contract. Would that be 

acceptable to you, if you are considering invoking 

the force majeure provision, and would you want 

to terminate the contract if your counterparty 

invokes the force majeure provision? 

• 不可抗力条項の適用がある場合、どのような効果が生

じますか。多くの契約では、不可抗力条項に基づき一

定期間の債務の履行が免除された場合、他方当事者

は契約を解除できる旨が定められています。不可抗力

条項の適用を検討しているとして、相手方からのその

ような解除を受け入れられますか。そして契約相手方

から不可抗力条項の適用を主張された場合に契約を

解除することを希望しますか。 

If your contract does not contain a force majeure 

provision, non-performance may still be excused to 

some extent under applicable common law or statutes. 

For example, under the doctrine of impossibility, a 

party’s non-performance is excused only when (1) the 

destruction of the subject matter of the contract or the 

means of performance makes performance objectively 

impossible; and (2) the impossibility was produced by 

an unanticipated event that could not have been 

foreseen or guarded against in the contract. Kel Kim 

Corp. v. Central Mkts., Inc., 70 N.Y.2d 900, 902 (N.Y. 

1987). The circumstances in which the impossibility 

doctrine applies mirror those of a standard force 

majeure provision, and thus do not include mere 

economic or financial difficulties. See 407 East 61st 

自社が締結している契約に不可抗力条項がない場合でも、

適用される判例法又は制定法によっては、一定の範囲で債

務不履行につき免責を受けられる可能性があります。例え

ば、履行不能の法理（doctrine of impossibility）によれば、

次の場合に限って当事者は債務不履行について免責されま

す。(1)契約の主たる要素または履行方法の消滅により債務

の履行が客観的に不可能となった場合、及び(2)予見し得な

かった、又は契約において対策を講じえなかった予見不能な

事由により債務不履行が生じた場合（Kel Kim Corp.対

Central Mkts., Inc.事件、70 N.Y.2d 900, 902 (N.Y. 

1987)）。履行不能の法理が適用される状況と、標準的な不

可抗力条項が適用される状況は酷似しており、それゆえ単な

る経済的又は財政的な困窮状態は免責事由に含まれません

（407 East 61st Garage, Inc.対 Savoy Fifth Ave. Corp.事

件、244 N.E. 2d 37, 41 (N.Y. 1968)参照。「履行不能又は
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Garage, Inc. v. Savoy Fifth Ave. Corp.,  244 N.E. 2d 37, 

41 (N.Y. 1968)(“where impossibility or difficulty of 

performance is occasioned only by financial difficulty or 

economic hardship, even to the extent of insolvency or 

bankruptcy, performance of a contract is not excused”). 

履行困難が財政的困難又は経済的困窮のみに起因して生じ

た場合、それが倒産又は破産に及ぶような場合であっても、

契約上の債務の履行は免除されない」とされた事件。）。 

Relatedly, the impracticability doctrine (which the 

Restatement now considers together with impossibility) 

discharges a party’s contractual performance if (1) after 

the contract is made and without the party’s fault (2) an 

event occurs that impedes performance and the non-

occurrence of which was a basic assumption on which 

the contract was made, and (3) the language or the 

circumstances do not indicate the contrary. Restatement 

(Second) of Contracts § 261 (1981). Qualifying events 

generally include acts of God or third parties that make 

performance impracticable, even if not actually 

impossible, because of “extreme and unreasonable 

difficulty or expense.” Id. at cmt. d. See Asphalt Int’l, Inc. 

v. Enterprise Shipping Corp., 667 F.2d 261, 266 (2d Cir. 

1981) (“The doctrine of commercial impracticability 

focuses on the reasonableness of the expenditure at 

issue, not upon the ability of a party to pay the 

commercially unreasonable expense”). This includes a 

severe shortage of raw materials or supplies due to war 

or embargo, or “unforeseen shutdown of major sources 

of supply.” Restatement § 261 cmt. d. Bear in mind, 

however, that performance is impracticable only if the 

“extreme and unreasonable difficulty or expense” 

precipitated by the event cannot be overcome by the 

breaching party’s reasonable efforts. Id. Most states 

follow the Restatement’s definition of impracticability, 

and therefore courts in most jurisdictions will consider 

an impracticability defense. (In addition to 

impracticability, frustration of purpose, see Restatement 

(Second) of Contracts § 265 (1981), might be another 

defense to consider, though frustration of purpose cases 

are rare.) In either case, however, the language of the 

contract will be reviewed for indications that the parties 

have otherwise allocated the risk of such events. 

これに関連して、履行困難性の法理（impracticability 

doctrine）（リステイトメント（Restatement）では現在、履行不

能の法理と分けずに考察が行われています。）によれば、次

の場合に当事者の契約上の債務履行責任が免除されます。

(1)契約締結後に、かつ、当事者の帰責事由なく、(2)債務の

履行を妨げる事由であって、生じないことが契約締結の基本

的前提であった事由が生じ、かつ、(3)契約の文言または事

態が免責を許さないものではない場合 (Restatement 

(Second) of Contracts § 261 (1981))です。通常、上記事由

には、「極度かつ不合理な困窮状態又は費用」により、実際

に履行不能にまではならなくても、それが原因で履行が困難

となる天災又は第三者の行為が含まれます（前掲、cmt. 

d. Asphalt Int’l, Inc.対 Enterprise Shipping Corp.、667 

F.2d 261, 266 ((2d Cir. 1981)「商業上の履行困難性の法理

において、商業的に不合理な費用に関する当事者の支払能

力ではなく、問題となった支出の合理性に焦点が当てられ

た」事件。）)。これには、戦争または禁輸措置によって引き起

こされる深刻な原材料・供給品の不足、もしくは「予見不可能

な主要供給源の停止」が含まれます（Restatement § 261 

cmt. d.）。ただし、当該事由に起因する「極度かつ不合理な

困窮状態又は費用」が不履行当事者の合理的な努力によっ

て克服できない場合に限り、履行困難性が認められることに

留意してください（前掲）。多くの州は Restatementにおける

履行困難性（impracticability）の定義を採用するため、ほと

んどの法域の裁判所は履行困難性による防御を認めるか否

かを審理します。（履行困難性のほか、目的達成不能

（frustration of purpose）（Restatement (Second) of 

Contracts § 265 (1981)を参照。）も、認めるか否かを審理す

べきもうひとつの防御となる可能性があります。ただし、目的

達成不能を争う判例は数は多くありません。しかしながら、い

ずれにしても、裁判所は、当事者間でそれ以外のリスク配分

を行っていたかを確認するために契約書の文言を検討するこ

とになります。 

State statutes may also establish background force 

majeure principles. For sale of goods contracts, the 

Uniform Commercial Code, which all fifty states have 

adopted in some form, excuses non-performance if it 

“has been made impracticable by the occurrence of a 

contingency the nonoccurrence of which was a basic 

assumption on which the contract was made.” U.C.C. § 

州法によっては、不可抗力の原則について定めている場合

があります。物品販売契約については、統一商事法典

（U.C.C.）（全米 50州全てが何らかの形で採用しています。）

は、「生じないことが契約締結の基本的前提であった偶発事

由が生じたために履行が困難となった」場合、債務不履行に

ついて免責されると定めています（U. C.C. § 2-615）。また、

カリフォルニア州民法典（Cal. Civ. Code）§ 1511は、「抗拒
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2-615. And in California, Civil Code § 1511 excuses 

non-performance when “it is prevented or delayed by an 

irresistible, superhuman cause, or by the act of public 

enemies or this state or of the United States.” Cal. Civ. 

Code § 1511(2). This statute may be available for 

California companies or companies contracting with 

one, and parties should consider whether their own 

states have comparable provisions. 

不能で超人的な要因または当州もしくは米国の公衆の敵の

行為」により履行が阻止され、又は遅滞した」場合、債務不履

行について免責されるとしています（Cal. Civ. Code § 

1511(2)）。この法律は、カリフォルニア州の企業またはカリフ

ォルニア州の企業と契約を締結している企業に適用される可

能性があります。当事者としては自州の法律に類似条項が

あるか否かを検討するべきといえます。 

One final note. We have summarized the basic 

framework for analyzing whether performance under a 

contract is excused in this extraordinary time. As noted, 

companies should be mindful that they may well be as 

likely to seek to be excused from an obligation as they 

are to seek to enforce one. For that reason alone (if not 

out of a sense of unity as we all struggle to come to 

terms with the effects of this pandemic), companies 

should consider engaging key suppliers and 

counterparties to come to reasonable compromises that 

achieve the best possible outcomes under the 

circumstances. Of course, many companies will find 

themselves facing existential threats if they cannot be 

excused from certain obligations, and those companies 

will understandably use every tool in their arsenals to 

protect their interests. For others, though, discretion 

may be the better part of valor. At the end of the day, 

we’re all in this together. 

最後にひとつ付け加えておきたい点があります。ここまで、こ

の非常事態において、契約上の債務の履行が免除されるか

否か精査するために用いる、基本的な分析枠組みの概要を

ご説明しました。前述の通り、企業は、債務の履行を相手方

に要求する可能性と同じくらい、自社の債務の履行の免除を

求める可能性があることを念頭に置かなければなりません。

それだけを考えても（私たちが皆現在のパンデミックの影響と

折り合いをつけようと努力するなかで生まれる一体感からで

はないにせよ）、企業は、主要なサプライヤーや契約相手方

に働きかけ、この状況下で可能な最善の結果をもたらす、合

理的な妥協点を見出すことを考える必要があります。当然の

ことながら、債務によってはその履行が免除されなければ自

社の存続に関わる脅威に直面するという企業は多いでしょう

し、そうなれば企業は当然、持てるもの全てを駆使して自社

の利益の保護を図るでしょう。また、用心深さこそが最善策と

なる企業もあるでしょう。私たちは皆で乗り越えるべき状況に

置かれています。 

For the latest information on how to navigate potential 

business and legal challenges stemming from the 

COVID-19 outbreak, please visit Morrison & Foerster’s 

Coronavirus (COVID-19) Resource Center. The center 

provides up-to-date insights and recommendations, as 

well as key contacts across regions and practice areas. 

Please stay healthy and informed. 

新型コロナウィルスの大流行に端を発して今後生じ得る経営

課題や法的問題について、その対応方法の最新情報につい

ては、当事務所の Coronavirus (COVID-19) Resource 

Centerをご覧ください。センターでは、最新の識見及び提

言、並びに各地域・プラクティス分野の問合せ先を掲載して

います。どうか健康に留意し、情報収集にお努めください。 

Morrison & Foerster associate Robin Smith contributed 

to the writing of this alert. 

執筆協力：Robin Smith、Morrison & Foersterアソシエイト 

*       *       * *       *       * 

This alert is based on an earlier version that was 

published in English on Mofo.com on March 20, 2020. 

このクライアントアラートは 2020年 3月 20日に

Mofo.comで英語で公開されたものを元に作成していま

す。 

  

https://www.mofo.com/special-content/coronavirus
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For more information, please contact: 

 

Louise C. Stoupe 

Tokyo 

03 3214 6522 

LStoupe@mofo.com 

 

J. Alexander Lawrence 

Tokyo 

03 3214 6522 

ALawrence@mofo.com 

 

Andrew Meyer 

Tokyo 

03 3214 6522 

AMeyer@mofo.com 

コンタクト 

 

矢倉 千栄 

東京 

03 3214 6522 

CYakura@mofo.com  

 

寺澤 幸裕 

東京 

03 3214 6522 

YTerazawa@mofo.com 

 

  

About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 13 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企

業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List 

に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が

「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げてい

ます。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのため

に最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な

事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮して

います。詳しくは、当事務所のウェブサイト

（www.mofo.com）をご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具

体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過

去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されている

ものではありません。 

 

https://www.mofo.com/people/louise-stoupe.html
mailto:LStoupe@mofo.com
https://www.mofo.com/people/j-lawrence.html
https://www.mofo.com/people/j-lawrence.html
mailto:ALawrence@mofo.com
https://www.mofo.com/people/andrew-meyer.html
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