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記事１.  貿易の実務と理論（40）

早稲田大学名誉教授　椿……弘次

はじめに
本誌No.473以来、不定期船による運送を前提にしたインコタームズの条件のうち、主としてFOB契約と
航海傭船契約の交錯を巡って、国際売買と物流の相互関係を説明している。課題の大きさと、多面性に、
今さらながら貿易慣習の歴史をたどる思いがする。
FOB契約は、積地渡契約（shipment…contract）であり、買主である輸入者が本船を手配して、船積港
へ契約品を受け取りに行く形をとる。この場合、買主（=傭船者）と運送人は、運送契約の直接の当事者で
あるが、売主（輸出者）は、運送品の提供者であり、荷送人（shipper）であるが、傭船契約の直接の当事
者ではない。このため、運送人は、傭船者である買主を介して、売主と緊密な業務連絡をせざるを得ない。
買主（輸入者）は、航海傭船契約上の荷受・積荷役に関して、輸出地に代理人を指名するか、駐在員を
設けるか派遣して、売主（荷送人）と運送業務に関して折衝することがより確実な契約品の受取に必須であ
る。鉄鋼メーカーや穀物輸入商社など定期的に原資材を大量に輸入する企業は、積出港に駐在員を置くか、
営業所を設けて傭船による積荷の引き取りを担当している。すなわち、FOB買主が指定する運送人に契約
品を引き渡すことをもって、売買契約上の引渡と等価であるとするのが、隔地者間取引の原則だからである（例
えば、Incoterms®…2010に掲げられている各条件のA4およびA5参照）。CIF系の契約と異なり、FOB契
約では現物渡し（actual…delivery）が重視される。契約に合致した物品の引渡を定める国連国際動産売買
条約（CISG）…Art.36（1）および買主への運送のために最初の運送人に契約品を引き渡すことにより危険は買
主に移転すると定めるCISG…Art.67（1）もIncotermsと同旨である。
したがって、航海傭船契約の円滑な履行のために、売買契約上の当事者間で、契約品の受渡に関して
密接な協力が義務づけられていることは、FOB契約のとても重要な特徴である1。自動車専用船（PCC）によ
る輸出、大型の鋼材・鉄鋼製品などの重量物の輸出の場合も、専用埠頭の使用、製品の積込み管理の
点から、FASと並んでFOBが選択されるだろう。
そのような運送を具体的に想像するために、工業港の埠頭の写真、本誌No.473…脚注4に言及のLNG
輸入基地の写真のほかに、日本経済新聞2018年6月27日朝刊p.19に掲載のいわゆるシーバースでの原油
の揚げ荷役の写真、雑誌『海運』2012年9月号、p.13に掲載のグレーン・エレベーターから河川港に碇泊
中の穀物専用船に積荷役中の写真を参照されることを奨めたい。荷役と碇泊期間を想像する際の参考に、
雑誌『海運』2017年8月号、No.1079の特集「ドライ市況本格回復への予兆を探る」には、各種の専用船お
よびその荷役に関するグラビアが豊富で、本稿で叙述する荷役作業が、埠頭の設備による場合と本船に艤
装の揚貨設備と陸上の施設の協働による場合などを、具体的に想像するのに参考になる。
また、不定期の外航の大型専用船には、規模の大小にあまり関係なく20人前後の乗組員が乗船し、碇
泊中も1日数十万円から百万円台の経費を運送人は負担していることが直感でき、許容碇泊期間（laytime…
allowed）の計算の重要性も理解できよう。

◇ 連 載 ◇

1　…M.…Bridge,…International…Sale…of…Goods ,…4th…ed.,…Oxford…U.P.,…2017,…para.3:02.…GENCON書式第I部（Part…I）…18および19欄
に記載される積地、揚地の代理人記載欄も参照。
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１. 航海傭船契約におけるnavigationとvoyageの仕切り
航海傭船契約における積み揚げの港が、安全港であることの確約を傭船者が運送人にすべきことは、前
号で説明したとおりである。その船主に確約することの性質を、イギリス法及びアメリカの多数説が、safe…
port…warrantyと解するのに対し、少数説（アメリカの連邦第5巡回区が適用する）の二説があることは、運
送契約上の責任につき「船主国」対「荷主国」の対立があるのに類似しているように思える。他方、航海傭
船契約におけるnavigation（航行に関するseamanship）とvoyage（商業上の海上運送業務）…の仕切りの
一つは、指定された港のcommercial…zoneへの出入りの問題と見なすこともできよう。言い換えれば、本船
が港域内に入ってからの責任は、傭船者が負担する部分がより重くvoyageの対象になる2。更に、laycan…
は、船主のETA（着船予定日）の通知に対応するもので、碇泊期間開始予定日（laycan）に本船が指定の
港に着船しないときは、傭船者は航海傭船契約を解約できる権利を行使できる。したがって、laycanは、解
約日に関連するもので、船積期間を定めるものではない3。　
売買契約上は、laycanは契約品の出荷準備完了日に相当し、運送人から積み荷役準備完了（N/R…to…
load）が傭船者側に通知されたときで、積荷の出荷準備が傭船者側で整っていない場合には、それにもか
かわらず碇泊期間は荷役作業条件に従い起算される。その結果、滞船料が発生すれば、FOB売主の負
担になる（Incoterms®…2010…FOB…B5項）。
航海傭船契約を売買当事者間の契約品の受渡しの基本にするときは、航海（navigation）と荷役

（voyage）について、関係当事者の協力を得て、売買当事者は慎重な履行計画を作成しなければならない4。
これに、決済条件として、信用状付き荷為替が合意されると、信用状の開設通知期限と船積期間（すなわち、
信用状開設遅延に伴う船積遅延、滞船料の発生など）に関し、あるいは仕向港での荷渡しと船荷証券の受
戻に関し、本船到着時の船荷証券未着に対応した調整も課題に上る。とりわけ、FOB売買の場合には、
これらの点について、綿密な作業時間表を作成する必要性が高い5。
本稿では、本船の指定港への着船（arrived…ship）から荷役準備完了通知（N/R）の有効な提示、猶予
期間（free… time）内における荷役作業着手と碇泊期間計算の起点の関係を取り上げて、最近のイギリスの
先判例に基づき概説したい。

2.指定の港への着船（arrived ship）と荷役準備完了（N/R to load/discharge）の通知
このこと以前に、運送人が傭船者に対し、予備航海（approach…voyage）への就航と前後して、本船の
動静を電信により通知すべきことが、通常、航海傭船契約書に規定されている6。併せて、到着予定日、
N/Rの提示見込み日が、通知されることもしばしばである。因みに、GENCON書式によれば、第I部10,…
11欄に、船積港および荷揚港を記載し、第9欄では、N/R提示予定日を記入することになっている。

2　…谷本裕範・宮脇亮次『傭船契約の実務的解説』成山堂、2訂版、2018、p.266。
3　…SHV…Gas…Supply…&…Trading…SAS…v.…Naftomar…Shipping…&…Trading…Co.,…Ltd.… Inc.（The…Azur…Gaz）[2005]EWHC…2528
（Comm）;…[2006]…1…Lloyd’s…Rep.…163（QBD）参照。N/Rは、laytimeに対応するものであり、Laycanは船積港入港予定日（ETA）
ないしN/Rを提示できる期間を示すもので、船積期間を意味するものではない（ST…Shipping…&…Transport… Inc.…v.…Kriti…
Filoxenia…Shipping…Co.…SA（The…Kriti…Filoxenia）[2015]EWHC997（Comm）;[2015]…2…Lloyd’s…Rep.609（QBD）。

4　…M.…Bridge,…op.cit .,…para.3:02、p.90.
5　…M.…Bridge,…FOB…Contracts;…recent…developments---Timely…notice…of…readiness…to…load ,…1993…J.…Bus.…L.,…pp.375-379、特に
p.376参照。

6　…NIPPONCOAL書式第3条、AMWELSH…93書式第3条、BALTIMORE…FORM…C（1976）書式、Advice…of…Readiness条項など。
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入港手続きが、運送人（または、その代理人）により港湾管理者等に対し、入港前手続きとして申請及び
情報提供などが行われなければならない。船舶、船主に関する情報の他に、碇泊、係留など港の使用に
関する申請、貨物または危険物などの情報が、手続書類に記載されなければならない。運送人および荷主
の双方の代理人の協力が必要である。これは、円滑な着船の条件でもあり、碇泊期間の起算にも影響する
事項である。これ等に関して、NACCSを通じていわゆるNational…Single…Window化が推進されていること
は周知のところである。
入港前手続きが完了し、港名のみが規定され、それ以上の詳細（例えば、待機・碇泊錨地、荷役埠頭
=berthなど）が明らかでない、いわゆるport…charterpartyの場合には、指定港の港域（commercial…
zone）に入り、傭船者の利用に本船が有効に委ねられる場所に到着したときをもって、着船とみなされる。こ
れに対し、港域内の特定の埠頭（dock,…wharf,…pierなど）や荷役錨地（berth）への到着を要件とするときは、
その航海傭船契約はberth…charterpartyと呼ばれ、そこへの到着により着船となる7。
N/Rの提示と効力については、時間的な順序として、着船が先行し、その後にN/Rが提示されることに

なる。N/Rの受理の後に、猶予期間をおいて、碇泊期間が起算されるのが通常である。また、N/Rは書
面で執務時間中に提示し、傭船者による受理の可否の回答も、「受領=received」もしくは「受理/承認
=accepted」の判断を速やかに行い、書面によりいずれかの回答をするのが慎重な実務である。受領だけ
では、N/Rは有効に成立しない。さらに、物理的かつ商事的に、傭船者が船腹を安全に使用でき、前の
航海の積荷が残存している、害虫が存在する、船倉が汚染されている（contaminated）などの障害がない
状態にあり、言い換えれば堪貨性（cargo…worthiness）を充足していないときは、有効なN/Rの提示はでき
ない。また、着船の条件を満たさないうちに行われるN/Rの提示（premature…N/R）は無効である。税関
上の手続き未了、検疫上の陸上との往来許可（free…pratique）未了が、N/Rの効力に影響するのは、未
了の原因が運送人側にある場合で、N/Rの提示後に許容される数時間から半日程度の猶予期間内に速や
かに処理されないときに限られる。このため、N/Rの提示にWIBON（whether…in…berth…or…not）,…WCCON
（whether…customs…clearance…or…not）,…WIFPON（whether…in…free…pratique…or…not）…などの碇泊…
期間算入に関する特約が認められる8。N/Rの通知は、AMWELSH,… 93は、Fax,… telexでも可とする。
ASBATANKVOY第6条は書面に限定しないが、SHELLVOY…6第13条は書面によるとする。
BALTIMORE…FORM…Cは、N/R…must…be…deliveredと規定されているところから、書面によるものと思わ
れる。このように、通知の書面要件は区々に見えるが、その通知後一定の猶予時間（free… time）が経過し
てから碇泊期間が起算されるので、情報の授受の確定性を維持するためには、前述の本文のようにするの
が妥当であろう。なお、BIMCO,…CMIなどが共同で起草し採択したVoyage…Charterparty…Laytime…
Interpretation…Rules…1993,…VOYLAYRULES…93）規則20によれば、書面性の要件には、「文字に再現
でき、視覚的に明示される形式（form）が含まれ」、電子的通信もその対象になる。なお、このVOYLAY-
RULES…93は、J.…Schofield,…Laytime…and…Demurrage ,…3d…ed.,…LLP,…p.399以下に採録されているので参
照されたい。

7　…E.R.H.…Ivamy（日本海運集会所訳）『実用海上運送契約』日本海運集会所、1987、pp.247-250。最近の事例としてNovologistics…
Sarl…v.…Five…Ocean…Corp（The…Merida）[2009]…EWHC3046（Comm）;…[2010]…1…Lloyd’s…Rep.274事件があり、契約書式の冒
頭文言が、荷揚港内のTerminal…4を明示し、そこで着船となるとしていた。

8　…Shipping…Development…Corp.…SA…v.…V/O…Sojuzneftexport（The…Delian…Spirit）[1971]…1…Lloyd’s…Rep.…506,…at…p.510,…AET…
Inc.,…Ltd.…v.…Arcadia…Petroleum…Ltd.（The…Eagle…Valencia）[2010]EWCA…Civ.…713;…[2010]…2…Lloyd’s…Rep.…257.
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他方、本船の動静に合わせて、運送品の船積準備を整える義務が売買契約のFOB売主に生じる。す
なわち、許容碇泊期間=laytime…allowed内の荷役完了を可能にする積荷の準備を売主は整えるべきであ
る。また、傭船者の観点からは、運送の安全のために、前述のように、本船の堪航能力はもちろんのこと、
堪貨能力の充足がN/Rの提示の前提条件になる。N/Rに対する諾否の回答前に、傭船者は本船の堪貨
性を中心にN/Rを基に本船を点検する権利を主張できる。
　…

3. N/Rの提示の効力とfree time（不算入期間、猶予期間）中の荷役作業の開始が
　碇泊期間の起算に及ぼす効果
航海傭船契約において傭船者にN/Rが提示されると、その受理の可否を速やかに運送人に回答すべき

である。約款により、その提示後に一定時間のfree… timeが設けられ、直ちに、碇泊期間が起算されるわ
けではない。有効な受理の回答がないまま、事実上、荷役作業が開始されると、碇泊期間の起算点が曖
昧なままになる恐れがある。単に作業が進行したという事実のみでは、通常、詳細な事項にわたる特約が行
われ、その他に少なからずの約款が含まれる航海傭船契約に対しては、その変更にとり十分ではない。後
述のとおり、unless…usedないしunless…sooner…commencedの明示の文言による取り決めが必要である。
GENCON…Form第6条（c）項によれば、船積みおよび荷揚げに対する碇泊期間は、荷役準備完了通知が
12時を含め12時までに行われたときは、同日の13時から起算される。N/Rの提示が、12時以降の執務時
間内に行われたときは、翌営業日の6時から起算されると規定している。特に後者の場合、半日以上のfree…
timeがある。荷役作業を急ぎ許容碇泊期間内に荷役を完了したい当事者は、N/Rの提示に対する明確な
受理の回答をしないまま、あるいは回答を書面でしないまま、荷役作業を開始し、その間に船倉の汚染、害
虫の存在などに気づき、N/Rの無効ないし碇泊期間の計算の中断を主張することがある。port…charterの
AMWELSH…93書式の第6条では、N/Rの提示は、週日の午前8時から午後5時、あるいは土曜日の午
前8時から12時までの執務時間内行うものとし、その12時間後に碇泊期間は起算される。ただし、それ以
前に荷役が開始されたときは、開始の時から碇泊期間に算入すると規定している（第6条（a））。このため、
N/Rの提示が土曜日に行われたときは、休祭日における作業時間の算入ないし除外の選択をしなければなら
ない。具体的には、例えば、Time…actually…used…before…commencement…of…laytime…shall…count、
Sundays…and…holidays…includedのように規定する。このように、航海傭船契約ごとに異なるとはいえ、一定
のfree…timeが設定されている。その趣旨は、荷役作業の整頓・準備や検疫・港湾施設の使用の届け出な
どの手続きを遂行するための若干の猶予と思われることは、前述のとおりである。
…　　　……

4. N/Rの受理の成否と碇泊期間の起算点に関する有力なイギリスの先判例:
　The Happy Day（Glencore Grain Ltd. v. Flacker Shipping Ltd.[2002]EWCA（Civ）1068）
本件の下級審の判決は、[2001]…1…Lloyd’s…Rep.…754（QB（Comm））に搭載されているが、本件はそれ

を一部を除き認容した。なお、本文や注に示すpara.は控訴審の判例文中の節の番号である。
本件においては、小麦を積荷とする航海傭船契約（Synacomex…Form）における滞船料の計算において、
荷役準備完了通知（N/R）の提示が可能となる時点は何時か、また、その通知に対する傭船者の諾否の回
答が曖昧なまま、荷役が開始された場合において、碇泊期間は何時から起算されるかが争われた。
事案の背景の事情として、積荷の早期引取・引渡しは、本船運航上の効率を上げ、運賃収入が確保で

きることがある。税関当局からすれば、積荷目録（Cargo…Manifest）の点検の外に、関税納付前の引き取り
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を抑制したいので、関税ボンドを積んでもらうか、保税状態で上屋に保管することが、特に、開発途上国で
行われる。ただし、日本の場合、輸入原材料はほとんど関税ゼロに近いこともあり、保税からの早期引き取り
により荷混み（congestion）を税関としては回避したい。荷主は倉敷料（無料蔵置期間を超える）の支払を回
避したい。輸入者としては早期引取のために、船荷証券を速やかに入手したい（代金決済、保証状荷渡し、
信用状付き決済などの問題はあるが）。税関吏が、B/Lと引き換えでなしに貨物をreleaseする例が国によっ
ては見られることなどの事情がある。さらに、N/R受理以前に、荷揚準備完了、荷揚げ作業着手もあり得る
などの事情が作用している。N/Rの提示が時期尚早であっても、その適否を判断する権限は、荷受人（受
取人）にある（Potter,…LJ,…para.29）。FOB売主は、傭船契約の当事者外であるが、N/R…to… loadの適否
を判断できる。FOB買主は傭船契約当事者であるが、実需者に代わって輸入者になっているときは、実需
者の積荷受取・保管について意向を確認する必要もあるだろう。
本件では、N/Rは、時期尚早の提示のため無効であったが、運送人が再度N/Rを提示することなく、
規定の碇泊期間をはるかに超える時間（9月下旬から12月下旬までの約4か月）を掛けて、荷揚を開始し終
了した。滞船料ないし（有効なN/Rの提示が遅れたあるいはなかったために生じたと主張される）早出料を
巡って、紛議は仲裁に付託され、仲裁人は、荷役準備完了通知が、積込み開始時に提示された場合に準
じて、碇泊期間は起算されると判断した。裁判所が扱うべき法律問題は、何ら有効なN/Rの提示がないと
きでも、N/Rの提示を求める航海傭船契約の下で、その提示がなかったとき碇泊期間を起算できるか、仮に、
それが可能だとしても、碇泊期間の起算は何時になるかが争われた。
傭船者は、有効なN/Rの提示がなかったので、滞船料は発生せず、むしろ、早出料を請求できると主張した。
傭船者指定の荷揚港には、インドのCochinが追記されていた。荷役の費用と責任の負担は傭船者にあり、
WWD（好天作業日）条件で、責任荷役量（run）は1,500M/T…per…day,…滞船料は4,500米ドルper…day,…
早出料は、2,250米ドルper…dayであった。
運賃は、Time…sheets（作業時間の記録）,…Statements…of…Facts（作業経緯の記録）およびN/R等を基

に精算すべきものとされる。船混みにより入港できないときは、船長は、傭船契約に従いN/Rの提示を電信
により傭船者に対して行い、傭船契約第6,…30,…31の各条に従い、碇泊期間を計算することができる。さらに、
その提示は、WIBON,…WIPONとし、free…pratiqueの有無、税関官吏の乗船検査の有無を問わない。「着
船」（arrived…ship）は、港湾当局の指定する港の商業区域もしくは碇泊錨地への到着とする。かかる錨地
もしくは待機場所から荷役バースへの移動時間は碇泊期間に算入しない、と傭船契約は規定していた。
碇泊期間は、N/R提示の翌日午前8時から起算し、休日は使用しても参入しない（SHEX（even… if…
used））条件であり、傭船契約の性質に関しては、仲裁人の認定は、本件は、berth…charterであった。
仲裁人のその他の認定は以下の通りである。
1998年9月6日、ロシアのOdessaで、23,000M/Tsの小麦の積込みが完了し、傭船者の指示によりイン

ドのCochinに向け出港し、同地に9月25日金曜日午後4時半に到着した。同港の港外に着船の折、潮の
干満の影響で港内に入れず、このため、バースにも直ちに到達できなかった。にもかかわらず、船長は、同
日午後4時半にN/Rの電信による伝達を試みた。
しかし、傭船契約はberth…charterと思われ、バース自体は混んでいなかったので、N/Rの提示は時期
尚早で、無効であった9。9月26日土曜日の朝の潮時に入港し、午後1時15分に着岸した。改めてN/Rが

9　……類似の事案に関する先例は、The…Kyzikos[1989]AC…1264;[1989]…1…Lloyd’s…Rep.1である。
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提示されることはなく、9月26日土曜日午後5時に荷揚げが開始され、種々遅延が生じたが、12月25日に荷
揚を完了した。
荷揚遅延の主要な原因は、船荷証券の原本がCochin港に到着していない（non-availability）ことであっ

た。仲裁判断の基になる重要な事実と当事者の主張は、以下の通りである。
傭船者は、本件の契約はberth…charterであり、berthに着岸して航海完了となるもので、それ以前に提
示されたN/Rは無効である、と主張した。また、本船が傭船者の使用に有効に委ねられておらず、その点
でも本件のN/Rは無効であるとの所見を述べた。
仲裁人は、改めて、N/Rが提示されず、仮にberthに到達したとしても、それは土曜日であって、通常

の営業時間外であり、N/Rの提示が有効になるのは、9月28日月曜日午前8時で、碇泊期間の起算は翌
火曜日の午前8時になるとした。
これに対し、船主は、N/Rの提示に、“受理”（accepted）と記入されたので、傭船者の上記の主張は
禁反言（estoppel）により許されない、と反論した。また、インドのCochin港で荷揚げする旨のその後の合意
により傭船契約はport…charterに性格が変わった。したがって、入港時に本船到着となり、N/Rはその時
直ちに有効になり得るものだったと、船主は重ねて主張した。傭船者は、到着時における港の水深が十分で
あることを傭船契約上運送人に保証（warrant）していたので、潮時を待つ間の時間は、碇泊期間の計算
外であるとも、船主は主張した。
仲裁人は、船主の主張は、4点に亘り、誤っていて承認できないと反論した。傭船契約がN/Rの提示を
碇泊期間の起算点として明示しているときは、N/Rの提示の時に、本船が事実上、荷揚準備完了の状態
になければ、碇泊期間の計算は開始しないことは、判例上も確立していると説示された10。
傭船者は、N/Rを受け取った（received）と注記したが、承認受理した（accepted）とは記載していないと
認定された。傭船契約に対する追加修正（addendum）の趣旨は、Cochin港は安全港であり、本船に支障
になることはない（suitable）ことを船主が認め、傭船者は1ないし2のberth（s）もしくは錨地において荷揚げ
できることを意味し、したがって、契約はberth…charterであるから、碇泊期間は、9月29日火曜日午前8時
に開始するとの見解を仲裁人は取った。
これに対し、N/Rの提示を求める航海傭船の下で、それに反して有効なN/Rの提示がない場合、何時
碇泊期間が開始するのかを巡り、傭船者が高等法院（QBD,…Comm）に判断を求めた。有効でないN/Rは
“未熟権”あるいは未完成権（inchoate）として扱われ、積荷が荷揚げに適する状況になったときN/Rが有効
になると解することができるかどうか巡り、碇泊期間の起算はなく、船主は滞船料を傭船者に請求できない、
言い換えれば、傭船者が全碇泊期間に対し、早出料を船主に請求できるか否かの判断を示すことが法廷に
求められた11。N/Rの提示があったが、それに回答することなく、荷役作業が開始されると、waiverに相当し、
N/Rの提示に対する回答に代わる効果が生まれると解する。また、本船が荷役準備完了（ready）になった
として事実行為（荷役作業の開始）があると、禁反言（estoppel）の効果が生まれるとする説（H.…Tiberg,…
The…Law…of…Demurrage、Sweet…&…Maxwell,…1960）があるが、イギリスの航海傭船に関するその種の趣
旨の先判例はない（para.49）。判例としては、The…Driebergen,…1932…AMC…1552,…Kawasaki…Kisen…

10　…The…Mexico…1[1990]…1…Lloyd’s…Rep.…507（CA,…Civ.…Div.,…The…Agamemnon[1998]…1…Lloyd’s…Rep.…675（QB,…Comm）.
11　…未熟権については、判例のpara.32参照。このほかに、少数説としてDonald…Daviesが、その著Commencement…of…Laytime, …

3d…ed.,…LLP,1998,…p.260）…で権利放棄説（waiver）を主張している。
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Kabushiki…Kaisha…v.…Bantham…Steamship…Co.,…Ltd.[1938]…1…KB…805が挙げられた。しかし、定期傭船
に関する判例で、本件の事案には適切ではない（para.50）。

判決（下級審の判決の一部を破棄し、上告を認める）
N/Rは、通常、航海傭船契約により提示が求められ、その中身は契約の定めによる。特別な事情がなけ

れば、着船の事実（the…vessel…has…arrived）があり,…本船は積込みまたは荷揚の準備が完了していること、
碇泊期間の超過に対する傭船者の滞船料支払い責任、または、節約された期間に対する傭船者の船主に
対する早出料の支払請求を規律するものであること、などが傭船契約には規定されているものである。傭船
契約における碇泊期間の計算に関する約款の平易な解釈に反して、傭船者が荷揚を開始し、また、船主（運
送人）の使用人がそれを補助したときに、碇泊期間の計算を開始するとの合意が当事者間に成立したと推
測できる根拠は十分に見当たらない。また、当該約款およびN/Rの提示は専ら傭船者の利益のためのもの
であり、傭船者の権利放棄（waiver）の適用対象となる約款とは直ちに思われない。しかし、速やかに荷揚
げを完了して、本船の効率的使用ができるという点では、船主の利益のための約款でもあり、したがって、
碇泊期間の計算に関する約款は、航海傭船契約の当事者双方の利益のための約款である12。
N/Rの提示と碇泊期間の開始の間に、約款上は、24時間のfree… timeが傭船者に与えられていた---参
考までに、GENCON第6条（c）項によれば、N/Rが午後に提示されたときは、翌営業日の6時に開始する
と定めるので、最長で18時間のfree…timeになる。鉱石用のC（ore）7航海傭船契約においては、第6条は、
作業日の午前8時から起算すると規定している。このため、前日の午前8時以降にN/Rが提示されたときは、
翌作業日の8時から起算されるから、最長、free…timeは24時間になることはあり得る。このfree…timeの意
義は、傭船者が荷役作業を行う義務を課されない時間であるので、荷役作業の準備・調整のための猶予
期間と思われる。この期間の碇泊期間への参入については、別途、取り決めが必要である（GENCON第6
条（c）項末尾によれば、使用すれば碇泊期間に参入されると規定する）。なお、休日の算入に関する
SHINC,…SHEXにも留意する必要がある。
N/Rが提示されても、事実上、いわゆる堪貨性（cargo…worthiness）が、例えば、積荷が穀物の場合で、
船倉が汚れ、湿気が多く、悪臭が残っているときは、充足されず、当然、碇泊期間は開始しない。傭船者は、
N/Rの提示を受けても、船倉などが整頓されていない（not…ready）と指摘して、それを拒絶すべきである13。
The…Mexico…1事件（[1998]…2…Lloyd’s…Rep.149;[1990]…1…Lloyd’s…Rep.507（CA））における、傭船契約
第24条のN/R提示に関する規定は、積み揚げの両港におけるN/Rの提示は、書面により、荷送人/受
取人の事務所宛に発する（提出する,…delivered）べきものとする。碇泊期間の起算は、翌日午前8時からとし、
WIBON条件とする、と規定していた。
本件では、N/Rの書面による提示を免除したり、荷役の物理的前提が未完であることを、約款上は認め

ていない。ここで言う、物理的前提は、荷役作業開始のために、荷役作業記載書（time…sheet）を提供し、

12　…権利放棄は、この場合2種あり、N/Rの提示を要求する権利を傭船者が放棄する場合とfree…timeに荷役作業をして、碇泊期間
にその作業時間が算入されることを許すという場合がある。The…Khios…Breeze[1958]…1…QB…469;[1958]…1…Lloyd’s…Rep.245は、
本件においては後者に関する先例と見なされた。

13　…FOB…buyer=charterer,…FOB…seller=shipperであって,…FOB売買の売主は傭船契約当事者外である。GENCONでは、これ
に注目してshipper欄を設けると同時に、船積代理人（loading…agent）および荷揚代理人（discharging…agent）の記載欄を設けて
いるので、N/Rの提示に関しては、契約当事者の傭船者のみならず、荷役関係者としてそれらの者を提示の相手方として認識し
ているように思われる。
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他の積荷である上荷（overstowage）が取り除かれることを指し、主題の積荷に近づくことができる状態になっ
て、N/Rが有効になり、碇泊期間の開始が可能になることをいう。
Mustill,…LJは、「未熟権」という考え方は、完全に明白に規定された契約の解釈として、非現実的なビジ

ネスの解釈に当たり、妥当な根拠になりえないと、先例（前述）において指摘した（paras.32,…37）。改めてN/
Rの提示をしなくとも、少なくとも、time…sheetを提供し、荷役作業を開始する旨を通知すべきだろう。なぜな
らば、作業事実の記録が、滞船料・早出料の基本的な資料となる事実記載書だからである（Para.33末尾）。
waiver論は、契約条件が明確に定められているとき、安易に持ち出すべきものではない（paras.34〜36、
Mustill,…LJ,…Potter,…LJ共に）。「慣行による禁反言」（estoppel…by…convention）についても同様である。
コモン・ローは、商事契約における文理解釈を重視する。商人は、重要だと考えることを文章化するもので、
当事者の使用する文言、文章を尊重すべきと考える。「法廷が契約を作ってはならない」と考え、当事者主
義を重視する。当事者が論点や問題点として言及したこと以外のことに法廷が意見を述べてもいけないので
ある。仲裁にも同様に、この原則が適用される。したがって、事実行為からの推定（by…implication）により、
明文の規定に反する解釈を容易にしてはならない14。
その結果、N/Rの提示のタイミング（premature…N/R）および方式（form）と碇泊期間の起算ついての司
法判断は、次の通りであった。すなわち、本船が、着船の状態になったときに、運送人は有効なN/Rを傭
船者に提示できる。その前提で、前述のように一定の猶予期間経過後に、碇泊期間が開始する。猶予期
間中に、傭船者がN/Rの諾否を明確にしないまま、荷役作業を開始すると、概ね、碇泊期間に算入される
特約が適用される。Unless…sooner…commenced,…Time…used…before…commencement…of…laytime…shall…
count（GENCON…第II部第6条末尾）などの文言が重要になる。
N/Rの提示が時期尚早で無効である、あるいは通知の方式が航海傭船契約の規定（本件の場合、契
約約款第30条）と異なるときは、本船が着船となり、物理的にも契約上も荷役準備完了となり、N/Rに対す
る諾否の回答を傭船者がせずに、傭船者又は荷受人の指示により荷揚げが開始され、荷役作業記載書が
作成さると、N/Rの提示を請求する傭船者の権利が放棄されたものと解され（waiver論）、碇泊期間の起
算は有効になる。すなわち、N/Rの提示に対する権利放棄を傭船者が行ったものとみなされ、例えば、
GENCON…Form第II部第6条（c）項によれば、碇泊期間は、N/Rの提示が12時を含み12時までに提示
されたときは、13時から碇泊期間は起算されると規定されているとおり、有効なN/Rの提示がある場合に準

14　…これに関し、N/Rの受理（acceptance）の実務は、それに対する傭船者の「accepted」との副署をもって行うものだった。今日の通
信事情の下で、これをemail,…fax,…PDF…fileの電子書面ないし回答に置き換えることができるかどうか？相当明確な合意文書が必要
であろう。口頭のみの「受理」の回答は避けるべきである。したがって、電話による回答は避けるべきである。近年、この点に関して、
判例が出ている。Trafigura…Beheer…BV…v.…Ravennavi…SpA（The…Port…Russel）[2013]…EWHC…490（Comm）;… [2013]… 2…
Lloyd’s…Rep.…57（QBD）事件である。契約書式は、BPVOY3で、その第19条はN/Rの提示手段・方法を幾通りか示し、選択
の可能性を、書簡、fax、電信、telex、ラジオ（トランシーバー）、もしくは電話と広げていた。電気的通信による場合には、書面に
よる（あるいはfaxの場合には、telexによる）確認を条件としていた。傭船契約はその後修正され、約款により電子メールも滞船料
の請求方法として認めるとした。滞船料の精算に関して紛議が生じ、仲裁に付託された。仲裁人は、第19条の規定は1990年代
に一般的なものを示しているもので、それ以外を認めないという趣旨ではないと解し、N/Rの提示はemailでも可と判断した。これを
不服として傭船者が提訴し、法廷は提訴を認めた。滞船料の清算にemailを認めたということが、N/Rの提示においてもemailに
よることを認めることにならない。また、N/Rの提示手段が、either….…orで示されている場合、文法的にはそれで括られた中身は
網羅的なものであると解され、そのいずれも紙の文書を要求する趣旨である。それが法廷の判決理由であった。emailの汎用が一
般化している時代に、意外な判決と思われるかもしれない。契約の交渉における安全確実性の確保を優先すれば、電子メールの
書面による確認が必要であると見なされたのだろう。
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じて、傭船契約の規定に従い碇泊期間が起算される、とPotter控訴院判事は判示した15。
［コメント］
このような審理の過程で、理論としては「権利放棄論」が中心に据えられたが、当事者による契約の黙示
的修正理論（variation…theory）,…N/Rの記載の不備は、その後の過程で完備することがあるとする未熟権
理論（doctrine…of…inchoate）,…禁反言（遵守された事実（実務慣行）の否定を禁じるestoppel論）などはさほ
ど重視されなかった。とりわけ、当事者の合意が、航海傭船契約に明確に規定され、有効なN/Rの提示が、
碇泊期間の起算点とされているとき、無効な（時期尚早な）N/Rの提示が、その後の当事者の行為により
N/Rを有効なものに変える理屈を種々適用することは、疑問である（para.40）とされた。しかしながら、事実
記載書（Statement…of…Facts）に代理人を含む当事者全員が署名していることは、碇泊期間の計算に関す
る条件に対する主張の放棄を認めた（waiver論を承認した）ものと思われる。
荷揚港に9月下旬に入港し、荷揚げ完了が12月下旬であったことの原因の一つは、船荷証券の原本の
到着遅れ、荷揚後に港湾当局の管理下の倉庫に倉入れしたことである。倉庫が満杯でもあり、仲裁人たち
は船荷証券の提示に固執する判断を下したのである。今日では、事情は進歩しているから、本件の事情は
特異に見えるかもしれない。しかし、世界の物流や貿易管理は国・地域ごとに多様であり、類似の事案が
発生することがあるかもしれない。こうしたことを回避するためにも、運送状（waybill）の使用、standby…L/
Cや請求払い保証（demand…guarantee）などに基づく取引を工夫することが、商事の効率性のために必要
である。もっとも、大型の不定期船を用いる貿易取引は、取引額も高額であり、相手方の信用もその立地か
らしても、不安が大きい場合もある。したがって、事情は容易でないかもしれない。
イギリス法を準拠法とする航海傭船契約が多いので、本判例の意義と影響は大きい。
改めて、紛議の解決における「当事者主義」の重要性を確認したい。当事者が持ち出したり主張しない
論点は、仲裁人も裁判所も積極的に取り上げない。裁判所は、仲裁人の行った事実認定を尊重しつつも、
契約を修正したり、創造したりしない（paras.54,…55）。提出された書面の資料と証拠に基づく判断と解釈に徹
するものである。すなわち、紛議に関する正確な事実の証明と契約条件の仲裁人に対する説明は、紛議の
解決を求める当事者の責任である。当事者は、紛議を避け、高い確実性を保証するため、厳密な要件、
条件を定める文書以外に署名すべきでない。

おわりに
FOB契約に代表される航海傭船運送契約ベースの取引については、論じるべき点は少なくない。荷役作
業条件と碇泊期間の計算、滞船料と早出料の負担問題、傭船契約と傭船契約船荷証券の関係、信用状
付き決済と船荷証券、などなど課題は少なくない。これらを引き続いて順次検討したい。
今回、信用状付き決済と推測される貿易取引における船荷証券重視から生まれる問題の一端に触れたが、
信用状統一規則（UCP）における傭船契約船荷証券の取扱い原則にも言及したい。引き続き、ご叱正をお
願いします。

15　…これに対し、Ａ．Ｋｈａｎは、Handelssgesellschaft…v.…Cmack[1979]…1…Lloyd’s…Rep.221の判旨に基づき、容易に権利放棄論を、
特に商事契約においては、持ち出すべきでないと主張する。A.Khan,…The…commencement…of… laytime… in…a…voyage…
charterparties ,…284-298,…at…ｐ.…292.時期尚早であるN/R…to…dischargeを、着船後で指定のバースに着岸したとき、異議を唱え
ず、約款に従って速やかに当事者全員の承認を得て、事実記載書を作成し署名を得ているので、商事の効率の観点からも、権
利放棄論の適用ないし契約の事後的修正の成立と判断してよいだろう。
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［訂正をし、お詫びします］
前号のNo.474につき、以下の訂正をお願いします。
　本文、p.7…「はじめに」……6行目　---待待たなければならない。→……待を一つトル。
　脚注…p.7………注…1の末尾…→…（fns.…215,…216）。
　脚注…p.22……注…21…（Carver,…para.4-052）…→…（　）を削除
　脚注…p.22………注…22……[2017]…UKSC…35;[2017]…1…Lloyd’s…Rep.521.,控訴審判決…[2015]…EWCA…Civ.16;…

[2015]…1…Lloyd’s…Rep.381.を認容、と訂正。
なお、「安全港」担保の代表的先例について、雑誌『海運』2017年4月号（p.51）、5月号（p.50）、6月
号（p.38）、7月号（p.62）に紹介と解説がなされているので、参照されたい。

以上
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記事２． 平成30年度JASTPROセミナーの模様

平成30年7月2日（月）、学士会館…第210号室において、在ブリュッセル法律事務所VVGB…Advocatenの
パートナー弁護士であるEdwin…Vermulst博士及びFolkert…Graafsma氏を講師にお迎えし、「EU貿易救済
法制・実務及びBREXITが我が国の輸出・投資に与える影響について」と題したご講演をいただきました。…
ご講演は、2時間半にわたり、日英の同時通訳付きで、前半部分に「EU貿易救済措置」、後半部分に「BREXIT
−日本の輸出者・投資者への影響」、その後、質疑応答が行われました。
本セミナーには、外務省、経産省、財務省等で通商政策に従事される幹部職員の方 を々はじめ、商社、メー

カー、物流、通関業等の貿易関連業界に加え、調査研究機関、金融機関、法律事務所、大学等からの幅
広い100名以上の参加者を得て、盛況のうちにセミナーを終えることができました。

熱心に聴講される参加者の方々

受付状況 同時通訳チャンネル案内
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セミナー終了後のアンケートには80名もの方からご回答をいただきました。いただいた回答の約8割が本セミナーを
有意義なものとしていたことに事務局として意を強くしましたが、休憩時間が欲しかった、会場の空調が効きすぎてい
た、BREXITの講演にもう少し時間が欲しかった等のコメントが散見されたことから、次回へのよい教訓となりました。
最後に、本セミナーの開催に当たってご後援をいただいた日本貿易振興機構（JETRO）、日本商工会議所・
東京商工会議所、日本関税協会、日本通関業連合会には、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。

以上

主催者挨拶を行う菊川専務理事

講演されるヴァ―マルスト博士

同時通訳ブースから覗いてみた会場
（サイマル・インターナショナルの協力によるもの）

準備に余念のない講師

グラ―フスマ弁護士によるＢＲＥＸＩＴの講演

外国人留学生も真剣に聴講
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記事３. 国連CEFACTからのお知らせ

3-1  20 July 2018:
UN/CEFACT…is…pleased…to…announce…a…60-day…public…review…of…the…Sustainable…Procurement…
Recommendation.…If…you…would…like…to…submit…comments,…please…use…the…appropriate…template…
provided…on…the…Public…Review…page…and…send…to…the…Project…Lead…on…or…before…20…September…
2018.

3-2  12 July 2018: 
Registration…to…Hangzhou…Forum…is…now…open.
（編集部注）国連CEFACTのフォーラムは10月14日から19日まで、中国の杭州（Hangzhou）で開催されます。

3-3  5 July 2018:
UN/CEFACT…would…like…to…remind…users…that…the…cut-off…date…for…submissions…of…new…DMRs…
for…UN/CCL…D.18B…and…UN/EDIFACT…D.18B… is… the…20…August… 2018.…For…more… information,…
please… see… the…UN/EDIFACT…DMR…webpage.… …And… that… the… cut-off…date… for… submissions…of…
UN/LOCODE…requests… for… release… 2018-2… is… the… 30…September… 2018.…For…more… information,…
please…see…the…UN/LOCODE…webpage.……

3-4  2 July 2018:
UNECE…Secretariat…has…released…the…2018-1…UN/LOCODE…directory.
（編集部注）2018年第一回目のUN/LOCODE日本の新規登録は6月号広報誌に掲載致しました。

以上
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本誌は再生紙を使用しております。

— 協会ホームページのリンク集のご案内 —

http://www.jastpro.org/l ink/index.html

当協会のホームページのリンク集には、当協会の活動にご興味を持たれる方や日本輸出入者コードの

利用者の方々のご参考として関係諸組織・団体ホームページへのリンクを下記の分類で掲載しております

のでご活用下さい。

▲  

当協会に関係する我国の官公庁・公的機関（独立行政法人を含む）

▲  

輸出入関係手続きに関係する業界団体等

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（国内）

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（海外）

▲  

貿易振興・簡易化や電子商取引の標準化に関係する国際機関…

▲  

日本財団、公益財団法人JKA



— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —

電子版は、当協会ウェブページのお知らせ欄にてご覧いただけます。

　　　http://www.jastpro.org/topics/index.html

掲載通知をご希望の皆様には、メールにてその旨ご案内申し上げますので、ご希望の方は毎月20日までに…

次の内容を下記のE-mailアドレスにお知らせくださいますようお願いいたします。

　　

▲  

ご所属の組織名称　

　　

▲  

所属されている部署

　　

▲  

申込者氏名

　　

▲  

連絡先電話番号

　　

▲  

送達をご希望のメールアドレス

　【ご連絡窓口】

　　…（一財）日本貿易関係手続簡易化協会

　　…業務部　業務一部長　祁答院（けどういん）…包則

　　…E-mail…address:……gyomu_dept@jastpro.or.jp


