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記事１.  貿易の実務と理論（34）

早稲田大学名誉教授　椿……弘次

はじめに
前号で言及したG.トイプナーの「国家なきグローバル法」に対する関心は、日本でも高く、絹巻康史・斎

藤　彰『国際契約ルールの誕生』の主たるテーマになっている1。その「プロローグ」（絹巻康史教授執筆）
において、国際的な企業活動にとって「国際商慣習法の重要性」が説かれ、伝統的な貿易慣習（FOB,…
C&F,…CIF）が事実上の取引基準（de…facto…standard）になり、国際商取引社会に固有な商慣習法（Lex 
Mercatoria）に当たるだろうと評価されている2。

脚注に挙げる文献を含む多くの文献資料において、国際商業会議所（ICC）がそのような法的準則の形
成に対して行っている貢献が大きいことが強調され、とりわけ、絹巻・斎藤両教授の編著の前掲書第4章（新
堀　聰博士執筆）において、IncotermsとUCPの制定に注目されている。本稿では、Incotermsに焦点
を当て、いわゆる商慣習（法）の実態を確かめておきたい。特に、FOB条件の柔軟性（flexibility）について、
歴史的な視点も交えて説明し、多様なFOB条件が存在する事情を明らかにしておきたい。商慣習法と称し
ても、商取引における当事者自治と契約の自由に基礎を置く具体的事実の認定と法理に基づく契約の解釈
が重要であることは論を俟たない。ただ、信用状（Letter…of…Credit,…L/C）の場合と貿易取引条件とでは、
その背景となる業界の事情が異なるので、商慣習（法）として同列に扱うことは本稿では差し控えたい。

１．Incotermsの重要性
Incotermsの条件（あるいは規則）の選択は、取引担当者から見れば、建値（quotation）の提示に最も

関係が深いものである。建値の基礎には、契約品の引渡場所・方法とそれにかかわる費用・経費の負担、
契約品に生じる物理的な危険負担の問題があり、それ等が最も関心の集まる点である。貿易取引は、それ
らに伴うリスクの管理が極めて重要であるからである。運送事故による滅失・損傷の負担、建値の通貨表示、
建値に含まれる費目の範囲、代金決済条件などが、選択された条件にどのように定められているかにより、こ
のリスク管理が左右される。このようにして、商談が成立した暁における契約の履行を想像しながら、建値を
選択しなければならない。このため、統一規則としてのIncotermsの諸条件は、明確に規定され、安定的
に運用され、正確に理解される必要がある。それが揺らぐと、商取引慣習（usage…of…trade）が「行動規範」
となる要件を満たさないことになる。したがって、いきなりIncotermsの諸条件は商慣習であると断定できなく
なる。今は削除されたが、かつてはアメリカの統一商法典（UCC）が、その第2編（Art.2）で、代表的な
FAS,…FOB,…CIF,…C&F,…Ex…Ship,…No…Arrival,…No…Saleなどを規定していたときは（2003年版までの§２－
３１９ないし§２－３２４が該当する）、それらは商慣習起源の法規範であった。そのような法規範は、時代の

◇ 連 載 ◇

1　…同文舘、2006年。
2　…C.Schmitthoffも、早くから積極的に国際商慣習を評価してきている。とりわけ、C.Murray…et.…al.（ed.…by）,…Schmitthoff…The…Law…

and…Practice…of…International…Trade…12th…ed.,…Sweet…&…Maxwell,…2012,…第32章において標準約款、契約書モデルを国際売
買法の統一に寄与するものとして取り上げている。さらに、N.Horn…and…C.…Schmitthoff（ed.…by）、The…Transnational…Law…of…
International…Commercial…Transactions,…（Studies…in…International…Economic…Law…vol.2）,…Kluwer,…1982にも、この点に関
する重要な所説が多く含まれている。ただし、国際商慣習の評価は、大陸法と英米法で別れており、前者が積極的であることにつ
いて、戒能通弘「G.トイプナーの「国家なきグローバル法（global… law…without…a… state）」の概念について」『同志社法学』第54巻
1号（2002）、p.65以下参照。
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経済、事業サービスの進化に十分適応できない恐れから、UCCの2004年の公式テキストから削除され、事
実たる慣行（（a）usage…of…trade）、取引および履行の経緯（（ｂ）course…of…performance…or…（c）course…of…
dealing…between…the…parties）に委ねることが望ましいとされた3。個々の契約の解釈における順位もこの（a）,

（b）,（c）の順序に従う。これらは、黙示の条件（implied…terms）に当たり、明示の条件（express…terms）
に劣後する。CISG第9条では、（a）および確立した実務（practices…which… they…have…established…
between…themselves）が、黙示の条件に該当する。（a）の個々の契約への適用に関しては、当事者がそ
れを事実上知っていた、当然知るべきであった、業界において有名であり、常に遵守されていたことを要件と
している。「周知」、「行為基準」の二つの側面が重視されている。FOB,…FCAなどが、売買契約において
建値に関して使用され、「準拠規則あるいは援用規則」として、契約の一般約款に言及がない場合に、そ
れらの用語（terms）の解釈にIncotermsを援用する要件として、特に「周知」が重要であることを明らかにし
ている。いわゆる国家なきグローバル法を議論するとき、「当該業界における周知」の成否が重要であること
を示している。「当然知るべきこと」を知らないと主張することが当事者の評判を落とすという抽象的な水準に、
当該の慣行が達していることが問われる。

その背景には、日本でも見られるFCA,…CPT,…CIPのいわゆるコンテナ取引条件とFOB,…CFR,…CIFの間
の選択的適用に対する理解の不徹底、言い換えれば、CFR,…CIFを海上運送以外の運送モードを利用す
る売買には使用するなとの忠告（ICC,…Guide… to… Incoterms…1990,… ICC…Pub.No.461/90,…p.18）が利かず、
また、FCAは、船側ないし本船上ではなく、それ以前に陸上で運送人に契約品を引渡す場合に使用し、
FAS,…FOBと混同してはならないとの助言（前掲のGuide,…pp.16-17）が取引関係者に十分理解されなかっ
た。その結果、Incoterms®2010により、より明確に運送モードのいかんを問わない7規則と海上ないし水上
のみの運送モード（すなわち、single…mode＝単一の運送モード）に対する4規則に大別された。これにより、
海上ないし水上のみの運送（port-to-port… transport）にはFASなどの伝統的海上売買条件に限って使用
すべきこと、および運送品の出荷地における受取（place…of…receipt）から仕向地における荷主への運送品
の引渡し（place…of…delivery）までを運送責任区間とする運送（いわゆる国際コンテナによる複合一貫運送）
を伴うときは、それらの伝統的海上売買条件は使用すべきでないことが宣明された。…

他方、アメリカには、大陸国として、Incotermsに定める売買条件用語の他に、国内売買条件も含む改
正アメリカ貿易定義（1941）が使用されてきて、今も生きている。とりわけFOBに関する諸条件が多様である。
このため、Incotermsの契約への援用を明文化していないと、FOB条件の定義に関して当事者間に誤解
が生じやすい4。

取引条件の国際的な統一定義が必要で、当事者が取引の交渉に当たり基準となる条件が明確に定まっ
ていない（あるいは定義されていない）と、紛議を招くことは当然である。それだけに、国際商業会議所（ICC）
が長年努力してきた国際統一規則の制定を評価して、正確に理解するよう取引当事者が注意すべきだろう。
今のところ、このような統一規則の制定において、ICCのIncotermsに勝る統一的定義や統一規則は見当
たらない。特に、当事者の義務を簡潔に「売りと買い」に分けて10項目に対照的にまとめ、使い勝手を良くし

3　…UCC…2004年…公式版注釈。なお、これらの用語の定義については、UCC§1－303（a）course…of…performance,…（b）…course…of…
dealing,…（c）…usage…of…tradeを参照。

4　…Incoterms®2010は、貿易取引条件のみならず国内取引条件としても使用可能であるとしているが、どの程度、日本における純然たる
国内取引条件として使用されているかは判然としない。過去にFree…on…Rail（FOR）類似の用語として、日本における国内仕入れに当
たり、かつて貿易商社が使用したと言われる「発駅レール渡し」に代わって、FCAが国内取引で使用されているとはあまり聞かない。
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ている点に注目したい。例外は、国際商品取引における標準約款であり、その対象となる主たる運送モードは、
航海傭船契約による海上（あるいは水上）のみの運送である。それらの標準約款は、航路や商品の特徴を
反映したFOB,…CIFなどの取引条件別に、業者団体によりかなり詳細にわたって規定され、長文のものを含
め20ケ条を超える条項で構成されている。したがって、それらの約款とIncoterms®2010の4条件の間では、
慎重な比較判断が求められるだろう5。

殊に、国際複合一貫運送を利用する取引に従事するときは、それを前提に、取引条件を唯一統一的に
定義し、先行のIncoterms…1990を継承して改訂されたのがIncoterms®2010であり、相対的に簡潔性に
優れていることを銘記して、各規則を正確に理解して使用すべきだろう。

蛇足かもしれないが、FOB,…FCRなどのtrade…termsの定義以上に、普遍的な適用が確立している商業
信用状に関するUCPの規範的な地位を検討すれば、usage…of　tradeが「慣習法」に発展する過程の一
端を理解できるかもしれない。国際金融業務（international…banking）の世界における附合契約的取扱い
基準（すなわち標準約款）の方が、多様な業種にかかわるIncotermsよりも、「周知」、「遵守」の二基準をとっ
ても容易に普遍化しやすい（グローバル法になり易い）ことを、実務（the…established…practice）は示している。
これから判断すれば、Incotermsが確立した取引慣行になるには相当な広報の努力と実務の積み重ねを要
すること、ならびに個別業界団体が、Incotermsをモデルにして自らの標準約款の起案に努めることが、
usage…of… tradeの慣習法化の前提になることが十分理解できるだろう。併せて、当事者にも注意深く丁寧な
いわゆるbusiness…communication（negotiation）が求められる。それにもかかわらず、紛議が発生する場合、
商事仲裁による公正な判断が公表されることが、前述の慣習法化に寄与すると思われる6…。

２．Incoterms®2010におけるFOB A3（a） Contract of carriageに関する義務規定の背景の事情
現行のIncotermsにおける7規則と4規則は、利用される運送形態（mode…of…transport）を基準に分類

されている。歴史的に古いのは、海上もしくは水上運送を利用するFOB,…CFR,…CIFであり、FASならびに
DATの先行慣習であるDES（Delivered…Ex…Ship、着船渡し条件）あるいはDEQ（Delivered…Ex…Quay、
仕向港埠頭渡し条件）である。

特に、FOBは歴史的に古く、イギリスにおける船荷証券の法制化以前から使用されていた貿易取引の慣
習的条件であった。言い換えれば、荷主の代表者が上乗人…（supercargo）として乗船し航海する
merchant…carrierの時代に遡り、現物の引渡による現実売買（present…sale…by…actual…delivery）としてイ
ギリスで判例法化が進んだものと言われる。船積港で検品が行われ、契約品の船積時に現金払いする方
式だった。したがって、買主の代理人の上乗人が乗船しないときは、船積地に買主の代理人（factor）が営
業していて、代金決済できる体制が整っていることを前提にしていた7。したがって、商館（trading…house）
が遠洋船を支配し、世界の主要な商港に営業網を維持していた時代に、FOB慣習の淵源を遡ることができ
る。買主が運送本船を指定する義務を負担するのは、このような歴史的背景を有している。19世紀初めか

5　…M.…Bridge,…The International Sale of Goods, 2nd…ed.,…Oxford…U.P.,… 2007が、この点に関して詳しく、穀物取引における
GAFTA標準約款、油脂類の取引におけるFOSFA標準約款が付録に掲載されている。機会をみて、この種の売買の事例を取り
上げて、紹介する予定である。

6　…GAFTAもFOSFAも、独自の仲裁審判廷を有して、会員が関係する紛議の解決につとめている。
7　…F.Lorenzon　and…Y.…Baatz（ed.…by）,…Sassoon C.I.F. and F.O.B. Contracts,…5th…ed.…Sweet…&…Maxwell,…2012,…para.9-002,…p.250

（以下、Lorenzonとして引用）、朝岡良平『貿易売買と商慣習』東京布井出版、第3版、1981年、p.20。
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ら北大西洋航路において定期運送が盛んになり、イギリスの1855年船荷証券法が制定されても、FOB慣習
における本船手配義務は、買主に課されていた。因みに、NYKの最初の定期航路は、明治26年暮れの
インド航路の開始であった8。そして、20世紀初頭にCIF条件による取引が優勢になるまでは、FOB条件が
貿易の主流の慣習的条件であった9。…

前述のように、日本の海運会社の定期運送サービスは20世紀初頭からである。工業品の貿易が盛んにな
り、イギリスの貿易商社（輸出商）が、国内の製造業者から仕入れて海外に輸出するとき、「貿易取引右左
の原則」（国内仕入れと輸出、輸入と国内販売を速やかに連結する原則）に従い、FOB条件で国内仕入
れし、海外に同じFOBで輸出することは珍しくなかったようである。日本の貿易商社もこれに倣ったことは周
知のところである。買主である貿易商が本船ならびに船積港を製造業者（売主）に指定し、船積依頼

（shipping… instruction）をすることは、国内取引と貿易取引の連結として合理的である。仕入れFOBと輸
出FOBの2種がここに見られる。注意すべきは、次の点である。輸出FOBは、かつてIncotermsのFOB
とも呼ばれたが、この二種のFOBは、現行のIncoterms®2010における、国内取引規則と国際売買規則
の二用法に該当する。国内仕入れFOBが買主指定の船積港における運送本船に契約品を積み込む時に、
費用負担および危険が買主（貿易商）に移るとするのが当事者の意思であるならば、いわゆる到着地渡し（持
参債務）になる。アメリカ型FOB…vesselもこれに相当する。これに対し、アメリカ型のFOB…Originは、現
行Incoterms®2010のFCAに類似する出荷地渡し条件である。これは、貿易取引の輸出FOBすなわち
IncotermsのFOBと真逆になる。これが、買主が本船を手配し、売主にそれを通知する義務を負担する取
引実務の現代的事情である。

現在でも、航海傭船による運送が行われる場合、買主が本船を手配し、船積港でFOB条件で引き取る
例は珍しくない（航海傭船型の伝統的な、あるいは古典的なFOBで、傭船契約における荷役費用負担条
件により、FOB,…stowed,…FOB…stowed…and…trimmed（FOB…S.T.）、FOB…free-in…and…free-out,…stowed…
and…trimmed（FOB…FIO.S.T.）などと呼ばれる。また、買主手配の本船の碇泊期間（Laytime,…Laycan）な
らびに売主による契約品の出荷につき船積準備整頓（cargo…readiness）との間で売買当事者が調整する必
要が伴うことが、この種のFOBの特徴である。

これに対し、現行のIncoterms…FOB…A3（a）に定めるように、買主の要請により、あるいは定着した商業
実務（commercial…practice）があれば、あるいは適時に買主が本船手配と船積指図をしないとき、売主は
運送契約を手配できる（the…seller…may…contract…for…carriage…on…usual…terms…at…the…buyer’s…risk…and…
expense）。この場合のFOBを、Schmitthoffは、追加義務付き（追加業務提供付き＝with…additional…
services）FOBと記述している10。ただし、CFRと区別する基準として、その業務は買主の代理人として売

8　…石井研堂『明治事物起源』第5巻、ちくま学芸文庫、1997年p.292。北米航路、欧州航路（ロンドン線）、メルボルン航路は明治
29年、同書、290参照。もっとも、外国船では、明治2年頃から、イギリスやフランスの海運会社が月に1，2度定期船を横浜に配
船していた。この時代の事情を理解するのに、石井寛治『近代日本とイギリス資本、ジャーディン・マセソン商会を中心に』東京大
学出版会、1984年は貴重な参考書である。

9　…Lorenzon,…para.…9-004,…p.251。三井物産編『経験録集』（株）物産研修センター、1988年p.172以下によれば、中国産大豆の輸
出を手掛けていた三井物産は、中心市場のロンドンを介してヨーロッパ市場で貿易活動を行った。ロンドン支店が、イギリスの標準
契約書に基づき営業していたので、日本側では大豆を満州からEx…Ship条件でロンドン宛に積出し、それを大豆油にしてヨーロッパ
市場ではCIF条件（船積書類渡し現金払い条件）で販売していた、という。明治末から第二次大戦前までのこと。定期船サービ
スが普及する以前、すなわち19世紀後半以前には、船会社の不定期の航海予定の広報を基に、荷主が航海傭船運送を手配し
ていたと推測される。

10　…前掲注2に掲げる文献、p.20参照。
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主が便宜上行うものであると説明される。このため、上述のように、must（義務）ではなくmay（許容）と規
定される。このような実務は、国際定期海運サービスを利用するFOBの場合に見られるものである11。さら
に、本船の手配代行に関連して、仕切書（invoice）上は運賃を立て替え払いと表示しても、提供すべき
運送書類が、輸出者（売主）の指図式発行の船荷証券と定められるときは、運送品の危険移転との関係
が微妙になり、Incoterms®2010の規定に抵触する恐れも生まれ、CFRとの差異が曖昧になり、当事者
意思の探求が課題になる。各種の証明書およびインボイスを含む運送書類の提供による契約履行を重視
するならば、CFRと同種になるだろう。一般的には、FOB慣習の歴史的変遷を含め、このような微妙な
差異について理解することは、多少の経験を積んだ当事者でないと容易でないかも知れない。また、FOB
の原則的規定通り、買主が本船を指定して、その旨を売主に適時に通知する義務を負担するとき、買主
が所定の期限内に指定しなかった場合、いわゆる確定期売買に相当し、期限徒過に基づく売主の契約
解除権行使が許されるか否かが争われる。Olearia…Tirrenna…S.p.A.…v.…N.V.…Algemeene…Oliehandel（The…
Osterbek）事件（[1972]…2…Lloyd’s…Rep.341（QBD,…Comm.…Ct.））およびVitol…SA…v.…Beta…Renowable…
Group…SA事件（[2017]…EWHC1734（Comm）;…[2017]…2…Lloyd’s…Rep.338（QBD（Comm…Ct）は、その代
表例である。

また、FOBとCFRの相違は、現物売買と書類による契約の履行の差に求められるべきこと（ただし、sale…
of…cargo…afloatは別）、さらにcharter…basedの大量貨物の取引（満船積（full…and…down）を原則とする航
海傭船ベース）とliner…servicesに基づく小口貨物の取引の差異を理解すべきであろう12。

このように、FOBは取引事情を反映して、柔軟な使用（用法）がある。これに、制定法化で介入することは、
営業の自由と契約自由の原則に抵触する恐れがあると考え、制定法が深入りを控えるべきなのだろう13。特に、
Incoterms®2010、A3（a）の規定、mayの意義に注目すべきである。制定法化して、包括的な一般原則
ないし用語の定義（definition…of…the…terms）を立てることは容易でないし、実情に合わない結果になる恐れ
も小さくない。言い換えれば、当事者の判断と選択に任せ、当事者は取引の事情に合った規定を自主的に
取り決めるべきものと考える14。取引当事者は、取引上の便宜（convenience）を重視しているもので、経済
事情、取引慣行など変化・進化しやすいものを具体的にとらえている当事者の合意を尊重すべきで、それは
commercial…business…senseを優先する考え方につながる。国際収支上は、CIF輸出、FOB輸入がその
改善に効果があると唱導され、貿易業者に勧奨された国があった。他方、日本では、それは邦船社にとり、
営業活動を日本国内を中心にして行える利点があり、かつては好都合であったと思われる。…

以上のような、FOBの多様性と柔軟性を考えるとき、国連動産売買条約第9条（2）項に定める「別段の
定めがないときは、当事者が既に了知し、もしくは当然了知していると見なされ、当該取引に関する契約当
事者にとり広く知られ、遵守される国際貿易上の取引慣行は黙示的に適用されると見なされる」と言っても、
輸出FOBに限ったとしても、契約文言と併せて具体的事情をかなり調べた上で、当事者の意思や意図を
見極める必要があるだろう。したがって、「商慣習法」として国際貿易上成熟しているかどうかはFOBに関
してはやや疑問であり、とりわけ国内仕入れ用語としてのFOBは、「事実たる慣行」のレベルに留まるように

11　…かつては、海運同盟が盛んで、契約荷主は同盟船に船積することが義務とされた。運賃が割安な同盟外の本船を指定したいとき
に、FOB…買主の指示による船積で、この義務の例外であると主張するためにFOB条件が選択されたことがあった。

12　Lorenzon,…para.9-030以下参照。…
13　Lorenzon,…para.9-042,…9-023以下参照。
14　Lorenzon,…paras.9-008,…021…および前掲注4に引用のM.…Bridgeの著書に採録のGAFTA,…FOSFAの関連約款を参照。
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思われる15。したがって、国際物品売買条約（CISG）が国家法の中に組み入れられても、貿易に関する商
事慣習、慣行が直ちに「商慣習法」になるのではない。具体的取引の背景、経済事情（the…commercial…
context）を確かめ、取引上の共通の意味（business…common…sense）が、十分参照されるべき先判例によ
り確立していれば、商慣習法と見なされるであろう。国際商品の航海傭船契約による運送を伴うFOB条件は、
これに該当するだろう。同様に、国際荷為替決済を基礎とする書類売買性を伴い、第一次大戦後の先判
例の積み重ねが見られるCIF,…CFR（C&F）も商慣習法に該当するだろう。商慣習法に成熟したFOB,…CFR

（C&F）,…CIFを体系書にまとめたものが、D.…Sassoon,…C.I.F.…and…F.O.B.Contracts（British…Shipping…
Laws）,…Sweet…and…Maxwell,…1968であり、版を重ねF.…Lorenzon…and…Y.…Baatzにより第5版（2012）にま
で至っている16。

３．貿易取引に求められる一般的な常識（common general knowledge）について
比較的最近の事案であるHomberg…Houtimport…BV…v.…Agrosin…Private…Ltd.（The…Starsin）…事件17

において、イギリスの最高裁判事Hoffmann卿が示したこの「一般的な常識」について紹介し、貿易取引実
務における参考指針として重要であることを紹介したい。

この事案の概括的内容は、以下のとおりである。定期傭船された本船が、アジア・ヨーロッパ間の航海に
おいて、木材の運送に従事し、運送品に関して定期船サービス用の船荷証券がsigned…for…the…carrierと
して発行された。荷主は、積み付け不良の結果、結露による損害が発生したと主張した。荷主は、船荷証
券に基づく契約違反に対し損害賠償請求を申し立て、代替的に不法行為に基づく賠償を船主に請求した。
争点は、「運送人（Identity…of…Carrier）は、船主と傭船者のいずれであるか」を巡るものであった。仮に定
期傭船者が運送人とすれば、船主は履行補助者として船荷証券のHimalaya約款により責任制限の利益を
享けることができるのかも、争点として浮かび上がる点であった。

多数意見は、当該の船荷証券は、定期傭船者と荷送人の間の運送契約を証するものであり、船主は運
送契約の当事者ではなく、独立の履行補助者（independent…contractor）であり、船荷証券に含まれる
Himalaya約款により責任制限の適用を主張できるという判断であった。多数意見を代表したHoffmann卿
は、以下のように述べて、判決理由を説明した。

通常は、船荷証券により証明される運送契約は、船主と荷主の間の契約であり、B/Lの書式は船主のも
のが使用される。しかし、本件の場合、船積港の船舶代理人（port…agents）は、書式の表面の署名欄に、
傭船者を運送人と表示し、その者の代理人として署名した旨を記載した。したがって、この書面を受け取っ
た者は、運送人として責任を負担するのは傭船者であると理解すると思われる。そのような理解は、この書
面を受取り、疑いなく表面の意味を理解する者（the…reasonable…reader）の文書の素直な解釈である（p.587,
以下、Lloyd’s…Rep.の該当ページを付す）。

これに対し、船荷証券の裏面に荷送人と船主の間における運送契約を証する書類と規定され、船主が運
送人であるとする運送人特定約款（Identity…of…Carrier）を読んだ者は、いずれの当事者が運送人である
かについて困惑するであろう。しかし、法律上の文書の解釈は、当該の書類が作成され、提供される当事

15　…JJ.Feltham,…C.I.F. and F.O.B. contracts and the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods,…
[1991]…J.…B.L.…413,…415-416。

16　最新の第6版（2016）が出版されているようだが、残念ながら、手元にないことを了とされたい。
17　[2003]…UKHL…12;…[2004]…1…AC…715;[2003]…1…Lloyd’s…rep.571。
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者もしくはその者が属する職能（class…of…persons）に通じた者に、無理なく（reasonably）入手できるすべて
の背景の知識に通じた分別のある当事者（reasonable…person）が理解するところに従い確定される意味に
依存する（p.588）。

実体の取引の金融の担保、運送品の権利移転の手段として、第三者に譲渡することが、船荷証券の機
能である。これに、信用状（L/C）が発行され、手形代わり金の決済のために銀行に提示されることがしばし
ばあることは、一般的な常識（common…general…knowledge）である。そして、荷送人および荷受人のみな
らず、L/C発行銀行を含む各種の第三者の間で流通することは、船荷証券を点検する判断力のある当事者

（the…reasonable…reader…of…the…bill…of…lading）は当然知っており、これらの種類の者に加えて、法曹専門
家も、船荷証券の記載が意味するところを共通に理解している。

そして、銀行は船荷証券の裏面約款を点検しないものであることは、永年、一般的な常識となっており、
裁判所も、銀行がそのようなことを行うとは期待されていないと、永年に亘って述べてきた。UCP500…Art.23
に規定するところも、同様であり、運送人名を記載し、運送人または船長もしくはそれらのものの代理人が署
名したものと券面上明らかであることを以って、当該船荷証券を受理すると規定している。券面に運送人名の
記載がなければ、裏面約款や傭船契約に運送人特定約款が含まれていても、銀行はそのような船荷証券を
拒絶する（p.588、現行のUCP…600…Art.20も同趣旨である。本件のLiner…B/Lとは異なり、Charterparty…
B/Lの場合には、UCP500…Art.25…およびUCP…600…Art.22が適用されるが、いずれの場合も銀行は傭船
契約を点検しない。すなわち傭船契約の諸条件は、商業銀行と荷主関係者の間のcommon…general…
knowledgeではない）。船荷証券の券面の記載が、銀行にとって意味するところと、荷受人もしくは船荷証
券の譲受人に意味するところが、互いに別物であると解するのは妥当でない（p.589）。

このように、船荷証券が国際荷為替による決済の文脈で理解されるべきときは、一般的な常識は、通常、
運送契約当事者のみならず、船荷証券の流通にかかわる当事者、とりわけ貿易金融の担保に関係する銀
行に共通に理解されるべき知識をもとに、船荷証券の券面記載事項を重視して、文言を解釈すべきことが、
Hoffmann卿により宣明された。

ただし、船荷証券が、契約証、受取証、権利証券の三機能を発揮して国際荷為替の文脈で解釈され
るべきときにおいて、特に、信用状付きの売買条件で、貿易取引担当者たちが文書の表面に記載の、特に
個別記載事項を重視して決済している事実、および金融関係者が迅速かつ簡潔に解釈して書類を取り扱っ
ている事情を踏まえる場合にこの判決理由が生きるものと思われる。したがって、荷為替決済に関係がない
取引事情（例えば、契約証、受取証としてのみ船荷証券が発行される場合）においては、common…
general…knowledgeは、運送契約関係者の範囲内に限定されると思われる。すなわち、具体的な取引に
関与する当事者たちの共通あるいは一般的な経験、知識は、抽象的に過ぎる法理論と折り合いが悪いこと
もあり、時に社会経済的な利害を調整して実際上の課題に対処するに当たり、common…general…
knowledgeを重視しなければならないことを、Hoffmann卿は示唆していると解したい18。

18　…この点に関し、取り上げたThe…Starsin（前掲）を契機に、裁判所が商事法の発展を促す方法を論じた論文が出ている。Justice…
JD…Heydon,…How the courts develop commercial law by looking outside the trial record into the external world, [2012]…
LMCLQ…30）の参照をお勧めしたい。
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結びに代えて
前述のcommon…general…knowledgeとかreasonable…reader…of…the…bill…of… ladingと言われるとき、そ

れらを巡る資料および基本的文献の読書および点検が、日常的に必要だとおもわれる。貿易取引は、守備
範囲が広く、売買契約、運送、保険、貿易管理など多岐にわたるので、commonと言われてもどの程度の
ことなのか分かりづらい。

しかしながら、現在のように情報流通が容易でない時代には、貿易取引に携わる者は、いわゆるハンドブッ
クや百科事典を基に、商取引を企図したと言われる。ロビンソン・クルーソーで有名な、Daniel…Defoeはこ
の面の先駆者だった。この先例は、国家法や国際条約が整えられつつある今も、生かされるべきものと思う。
すなわち、広い関心に基づく網羅的知識・情報の獲得と応用・適用は、貿易実務に不可欠である。

若干の例示をすれば、国際商取引に関する手頃で全般的なハンドブックとして、JIFFA編『国際複合
輸送業務の手引』JIFFA、第9版、2017年、コンテナ物流に関しては、臼井修一『コンテナ物流の基礎』
コスモ・レジェンド、2012年、FCA,…CIPなどの取引条件に関しては、J.…Ramberg（新堀　聰訳）『ICCイン
コタームズ®２０１０の手引き』国際商業会議所日本委員会、2102年などが、今日の貿易取引に関する
common…general…knowledgeを提供していると思われる。引き続き、イギリスの事案を材料に、この種の情
報を提供し、common…general…knowledgeと商慣習の関係を探求したい。

なぜ、イギリスの事案が重要な参考になるかと言えば、国際的なビジネスは言語では英語で行われること
が主流であり、ロンドン市場に蓄積された商事に関するコモン・ローが、国際取引の中核的なルールとして選
択される事例が多いからである。あらかじめ、ご承知くだされば幸いである。

以上
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記事２.  ISO TC307 （Blockchain and DLT）東京会議の出席と課題事項

NPO法人…観光情報流通機構（JTREC）…専務理事　鈴木……耀夫

１．はじめに
多くの出席者を集めたISO…TC307…（Blockchain…and…DLT…（Distributed…Ledger…Technologies））会

議の第二回目がこの度東京で開催された。国連ECE（CEFACT）（以下国連ECEという）がLiaisonメン
バーであることで、私が国連ECEの立場でこの会議に参加をしたので、以下にその概要を報告したい。特
にこの会議の参加に際しては国連ECEとしての懸念事項があったことで、その確認と国連ECEとしての
Blockchainの取組み概況を説明する役割があった。

…

２．会議の進行
会議はオーストラリアからの議長の下で、東京大手町ファイナンシャルシティの会議室で１１月１４日（火）から

１７日（金）までの４日間開催された。参加国等は（表-1）に示す。またISO…TC307の現時点の推進体制は
（表-2）の左半分に示す。初日にはOpening…Plenaryが、２日目と３日目には各WGとSGの会合が、そして
４日目にClosing…Plenaryが開催された。

（表-1）　参加國と参加Liaison

（表-2）ISO…TC307の推進体制（現行と今後）

会  議 参加者　総数約１２０名（国内外約同数）
23か国の参加 Australia,… Austria,… Brazil ,… Canada,… China,… Denmark,… France,…

Germany,… India,… Ireland,… Italy,… Japan,… Thailand,… New… Zealand,…
Luxembourg,…United…States,…United…Kingdom,…Switzerland,…Russian…
Federation,…Portugal,…Netherlands,…Malaysia,…Republic…of…Korean

７Liaison国際組織 ISO/TC46/SC11,…ISO/TC68,…EC,…FIG,…ITU,…SWIFT,…国連ECE…
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３．ISO TC307の新たな提案と国連ECEの懸念事項
今回の会議では下記に示す3つの新しいプロジェクト…（SGとして）の設立提案が予定されていた。
①…Governance（DANSK…STANDARDから）
②…Interoperability（BSI…UKから）
③…Supply…Chain…and…Trade…Facilitation…（Australia…STANDARDS…から）
この中で特に③の‘Supply…Chain…and…Trade…Facilitation’のSG設立については、国連ECEとして大き

な懸念があった。それは国連ECEがこれまで幅広く進めてきた内容との重複の恐れがあり、特に
Blockchain対応ではWhite…Paper…Project（以下国連Projectという）が本年４月に立ち上がり、その中で
これら分野に関する検討作業が進行してきていて、来年の3月末又は４月には一定の成果が出ることが期待
される段階にあるためである。なお、国連ProjectにはISO…TC307から何人かのExpertも参加している。
そこで国連ECE…としては、このSGの設立提案があれば、これに対しては国連Projectの成果を見てから新
たなSGの設立が更に必要と判断されるならば、その時には協力を惜しまないという立場をとることとした。

そしてこれが当初の予定通りOpening…Plenaryでオーストラリアから提案された。しかもこの提案趣旨説明
の中では、国連ECEが従来から進めてきた検討内容を繰り返すかのような内容が披露され、しかも驚くこと
に国連ECEは欧州中心の組織で、ISOのように世界全体を対象としたものではないということも述べられた。
これに対しては当然に反論すると共に、国連ECEの中のCEFACTの存在に対する認識を求めた。この会
議の参加者の中にはCEFACTの存在を認識しているExpertも多くいたために、議長のまとめとしては本提
案に関してはひとまず引き続き検討事項とすることになった。

その後各Liaisonからの報告時間があったことで、私から改めて国連ECEの推進する国連Projectの概
要を事務局が準備した資料に従って説明した。この中ではCEFACTの存在や国連活動の大筋も併せて述
べた。説明の後に下記のような質問があった。これに対しては肯定的な回答を行った。

①…国連Projectの成果物はISO…TC307のExpertにも開示されるのか。
②…国連Projectが作成しているUse…Caseも同様に開示されるのか。
③… Blockchain技術に向く業務、向かない業務に関する提言もあるのか。等々

４．作業グループとClosing Plenaryでの対応
中2日では各WG,…SGに分かれた検討が行われた。ISO…TC307のExpertでもあり、国連Projectの

Expertでもある出席者と手分けをしてこれら会合の対応をした。その中で、SG2の活動ではTemplateに従っ
たUse…Caseを集めているが、これに関しては目下収集できた数が多くないことで、国連ECEの成果物に対
する期待が寄せられたため、この要望にはできる限り協力をすることを表明した。またこの協力を推進する上
でISO…TC307のTemplateを参考のために受け取ることにした。

これらSGでの議論は、直接的な技術内容そのものではなく、Closing…Plenaryに向けたSGのResolution
を何にするのかということが主であった。そしてその内容の多くは今後のスケジュールに関するものであった。
技術内容の基本は各国が事前にそれぞれの国内で議論をしてまとめて、それを基に各国の意見をしかるべ
き期限までに提出することで推進されるものと理解された。

そして4日目にClosing…Plenaryが開催された。この時に示されたResolutionの中では、（表-2）の右半
分に示された今後の推進体制がある。国連ECEとして懸案事項であった‘Supply…Chain…and…Trade…
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Facilitation’対応では、新たなSGの設立は行わないことにしたものの、このテーマはこれまであったSG5の
中に吸収し検討されることとし、将来はWG3（Smart…contracts…and…their…applications）として検討段階を
上げる方針が示された。そして、このWG3が承認されたときの第一回目の電子会合は、来年の3月1日に
予定されるとのことであった。このResolutionは、各国の賛同をとる投票過程を経ることで決定されるが、国
連ECEとしては、これに対して引き続き懸念が存在することを提起すると共に、今後の推進では国際機関相
互で開催される調整機関MOU-MGの会議にかけることを提案した。この件に関してはこの会議に出席をし
ていたISO側のAdvisorから、個別に国連ECEの事務局と話を進めていきたいとの申し出があった。

５．会議に参加をして
この会議に参加するにあたっては、国連ECEの事務局及び国連Projectの議長を入れた打ち合わせ会

を持ち検討を行うと共に、事前に国連ECEの立場としての意見書をまとめて、ISO…TC…307の事務局にも提
出を行った。また同時に国連Projectの概要書も提出した。

私の役割はこの趣旨にそって意見を述べ説明をすることであったが、直接に対立する危険がある中での緊
張したやり取りであった。

情報技術の分野では、技術の基本を標準化するISOの役割と、その中でのアプリケーションに関する分
野の標準化を主として推進する国連ECEの役割という大きな区分が存在するとはいえ、その境界が難しくな
ることが予想される時が近づいてきたのかと思われた。特に今回オーストラリアのProject…Leaderのように、
CEFACTの活動が存在していることを全く理解していないというある面では意識的とも思える問題もあったが、
Blockchain関連の技術では、まさにその危険を持つ例になるのではと危惧される。お互いに重複せずに相
乗効果を出すための努力が益々求められることを強く感じた。

今回の会議の参加内容はすでに国連ECE事務局及び国連Projectのメンバーにも報告を行った。そして
CEFACTのViceChairにはオーストラリアからの人も存在するために、本件の課題事項については同国内で
も意見交換を行ってもらうこととなった。

以上
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記事３.  「中小企業者の輸出能力創出及び強化のためのアセアン・トレーニング・コース」
（於：ベトナム）での講演

一般財団法人…日本貿易手続簡易化協会
業務部…業務二部長　今川……博

２０１７年１２月１３日から１５日にかけての３日間、JAIF（日アセアン統合基金）の資金拠出による、ベトナム産
業貿易省（Ministry…of…Industry…and…Trade）とアセアン事務局共催の「中小企業者の輸出能力創出及び強
化のためのアセアン・トレーニング・コース」が、ホーチミン・シティ市内のホテルにおいて開催され、JASTPRO
から今川業務二部長が出席し、セッション１「日アセアン包括的経済連携協定等の概要及び中小企業者の
グローバル・バリュー・チェーンにおける役割」、セッション４「日本への輸出及び日本における最近の貿易関連
政策アップデート」において講演を行った。

主催国ベトナムをはじめとするアセアン１０ヶ国から、日本他への輸出用に農産物、繊維製品、機械等を生
産する中小事業者及び各国の中小企業支援政府機関の担当者等、１００名近い参加者があった。講師として、
日本、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム及びアセアン事務局からの専門家が招待された。ベトナムからの
地場事業者のために英語・ベトナム語の２ヶ国語同時通訳が行われ、すべての参加者が例外なく熱心に参加
していた。特に、ベトナムからは女性事業家による「女性中小事業者協会」から多数の参加があり、各国の中
小事業者（特に、女性事業家）間での連携を呼びかけていた。

参加者からは、「世界で最も消費者の目が厳しい日本市場で成功すれば、全世界への輸出成功も夢ではな
い。」、「トレードフェアにおいて日本からの多数のバイヤーの参加を望んでいるが、必ずしも多くの参加を得られ
ない。どうしたらもっと多くの日本人バイヤーと接触できるか。」、「我々、中小事業者には情報が降りてこない。
このような新しい情報が入手でき、アセアン各国の中小事業者同士の情報交換ができる場が提供されることは
すばらしい。」とのコメント、質問が寄せられ、日本国及びJAIF（日アセアン統合基金）の資金拠出に感謝の辞
を述べる参加者が複数に上った。

アセアン・トレーニング・コースの模様
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今川業務二部長による講演

講演終了後、ミヤンマーの参加者からの質問に対応

以上
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記事４. 国連CEFACTからのお知らせ

国連CEFACT公式Website（http://unece.org/cefact.html）に以下の記事があらたに3件公表されて
おりますのでお知らせします。

4-1 12 December 2017:
The…Core…Component…Library…(CCL)…D17B…and…XML…Schema…D17B…have…been…validated…by…the…
Validation…Focal…Point… and… approved… for… publication.…They… are… now…available… on… the…UN/
CEFACT…website.……

4-2 21 November 2017:
UN/CEFACT…is…pleased…to…announce…the…opening…of…the…60-days…Public…review…of…the…technical…
specifications… for… the… electronic… road… consignment… note… (e-CMR… Project).… All… eventual…
comments…can…be…addressed…using…the…prescribed…template…by…20…January…2018.…

4-1 21 November 2017:
Online…registration…for…the…31st…UN/CEFACT…Forum…in…Geneva,…Switzerland…is…open…now.

注：the…31st…UN/CEFACT…Forum…in…Geneva,…Switzerland
　……開催期間は2018年4月23日（月）から27日（金）

以上
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— 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。
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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
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