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せることにより、現実の英文契約書を読みこなせるように配慮している。索引の見出し語は
英語・日本語を合わせて約2300語にのぼる。現実のビジネスで遭遇した英文契約書の中の
調べたい用語を引いて、関連する解説や例文を参照することで、その意味や狙いを知ること
ができる。

　シェイクスピアのA Midsummer Night’s Dreamに“The course of true love never did run 

smooth．”という言葉がある。契約交渉においても、重要な契約になればなるほど、“true 

love”（真実の愛）同様、穏やかにまとまることは少ない。紆余曲折の交渉過程を経る。やっ
と成就しても、“war, death, or sickness”（戦争、死、病気）など妨げの原因が発生することが
ある。予想しえない状況に対処し、あらゆる苦難を克服して最善の対応をおこない、目的を
成就しようという努力の積み重ねが契約技術を発達させ、多彩な契約条項を作り上げてき
た。国際ビジネスにおいては、かかる契約技術を修得・駆使してリスクに対抗しなければ、
夢に描いたビジネスが、「影のようにすばやく（swift as a shadow）、夢のようにはかなく（short 

as any dream）」消えてしまう。
　本書は実用書の衣装をまとっているが、同時に著者にとっては大学を卒業したばかりの法
務部門新人の夏（1966年7月）に思い立ち、探求してきた国際取引・国際契約の研究書であ
り、国際契約・知財法務に携わる新人育成の教育論の書でもある。
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